
ゼッケンの若い選手が「赤」になります

1市来 費士( 横型
)

2草薙 力斗(正琉会館)

3木田 能(破道会館) i

8 田渕 涼香(拳聖塑)

正-- 3倣職

鍾竃 柊斗( 桜塾 ) 4

村上 斗輝(金森道場)与

森岡 壱起(世界寛水流) 6

田渕 神太(撃墜聾) 7

牧原 葉月 (練武館) 9

10 佐藤 純子(練武館) 田渕 涼香 (拳聖堂)

11早川 羅偉(

エフ高取 優太朗(全種冥米山)

1与 東販 謙次郎(極真長谷場前田)

17 丸山 瑞希( 書聖塾
)

18奥村 友里菜(空研塾西田)

王9牧原 優子( 練武館
)

井手 陽翔(空研蟄西田) 13

金森 懲戒(金森道場)王4

山本 敏生 (極真浜井和歌山) 16

ヨ一課定戦

前田 光輝(極真長谷楊前田) 20

湾頭 花実( 練武館 ) 21

脇上 さくら( 光武会館 ) 22



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

之3山下 造兵(空研蟄西田)

24臼井∴優希(正道総本部)

25石大 硲基(真正会秀異能)∃」

野村 育成(空朝型西田)之6

林 暴威(白蓮神戸) 27

之8大原 直観(空研塾西田)

之9竹生 紘-(空研塾西田)

30菅原 好弘(七州会)

田中 達也(空研塾西田) 31

鉄尾∴直人(井上道場) 32

33栗田 裕濁(高橋道場)

34保里 大樹(空研塾西田)

37 影山 謙介 38 岩橋 右治 39 佐藤 明日香 
1本 技あり 勝頼 注意 

(桜塾) (空研塑西田) (練武館) 

37影山謙介 (桜塾) 

H29 H33 

38岩橋右治 (空研塑西田) 

H29 H38 

39佐藤明日香 (錬武館) 

H33 H38 

・へ、-- 



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

40吉田 小冬音( 拳聖塾
)

41高橋 咲良( 拳聖塾
)

42 渡遵 遠賀(極真会館関西)

43 玉置 直翔(義道会館)

44 金 英側 (極真会館関西)

4与 原田 吉光( -光会館)

46 酒井 凱櫻( 拳聖塾
)

与与 北之回 心玄( 拳聖塾
)

与6 福井 草堂(極真会館関西)

57 酒井 紫櫻(

与8 橋本 彩美(

与9 田中 心晴
(

66 山崎 凌瑚(

67神田 周維(

68 大島 歩夢(

69 土岐 拓己(

70 吉田 礼音(

71谷口 耀仁(

72 森 優弥 (

拳聖塾
)

桜塾
)

拳聖塾
)

拳聖塾
)

桜塾
)

拳聖塾
)

白蓮池田
)

拳聖塾
)

黄門塾
)

拳聖塾
)

73越打 海翔(極真浜井和歌山)

82 永松 燵
(

83 高田 冬真(

84 重藤 佑馬(

8与 宮本 凰助(

86 姥原 龍雅(

87木津 璃央斗(

88 高久 悠都(

89 足立 旺祐(

拳聖塾
)

西田道場)

拳聖塾
)

拳聖塾
)

糞婆塾
)

拳聖塾
)

錬武関
)

拳聖塾
)

梶ケ山 玄樹( 拳聖塾 ) 47

小谷 愛綺(極冥会館関西) 48

鷲北 晃平( 拳聖塾 ) 49

休場 咲道( 練武館 )与0

佐々木 詠吏( 拳聖塾 )与1

河野 虎ノ心(白蓮池田) 52

山田 かける( 男塾 )与3

水嶋 心 (極真会館関西)与4

斎藤 -
(

花田 句
(

尾崎 楓要
(

藤原 琉生(

足立 瑛太(

小宮臨 模之助(

西居 煙斗(

桜井 洗輝(

刈谷 祐翔(

桧皮 篤也(

安本 葵人(

原田 八雲(

館会和大

塾

塾

塾

塾

塾

聖

誠

聖

堂

空

拳

斯

拳

拳

拳

O

1

2

一
h
)

6

6

6
3

6
4

6
与

桜塾 ) 74

聖武会館 ) 7与

-光会館 ) 76

拳聖塾 ) 77

空運会館 ) 78

拳聖塾 ) 79

久保 疇都南(極真浜井和歌山) 80

安田 案雄( 拳聖塾 ) 81

落合 統偉(岡村道場姫路) 90

高橋 遼太郎(

梶ケ山 仙道(

尾崎 駈琉(

永易 寵臣(

佐藤 結琉(

松原 湊
(

拳聖塾 ) 91

拳聖堂 ) 92

斯誠塾 ) 93

拳聖塾 ) 94

-光会館) 9与

拳聖塾 ) 96

矢内 蓬太( 桜蟄 ) 97



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

98 西尾 海斗( 桜蟄 )

99達域 利之介( 練武館
)

102 森 翔瑛(撃墜塾)

103原田 一樹(拳聖塾)

ニュー一二二一亡二
福本 陽人(極真会館関西) 100

前川 海星( 楼蟄 ) 101

土岐 圭悟(白蓮池田) 104

摺墳 快人(撃墜塾) 10与

106 角倉 旺介 107 藤井 酸太朗 108 山本 謙成 
1本 技あり 勝旗 注意 

(拳聖堂) (桜塾) (一光会館) 

106角倉旺介 (拳聖堂) 

G61 G64 

107藤井駿太朗 (桜蟄) 

G61 G67 

108山本謙成 (-光会館) 

G64 G67 

109和田 大地(拳聖経)

110金戦 友陣(拳聖堂)

111I中鉢∴世那(拳聖堂)

11与 平山 雫(撃墜塾)

116若井 績菜(撃墜塾)

ヨー3位決定戦

山田 雅之(挙聖堂) 112

本村 兼備(世界寛水流) 113

西村 寮慢(拳墾塾) 114

119 桧垣 玲奈(拳聖塾)

瀧井 梓(挙聖避) 117

中辻 智香(真鶴会館) 118

林 希樹(拳堅塁) 120

121自殺 るあら(男心塾)

122 西岡 芽衣(撃聖塾)

寄78 i

野村 優衣(喜連会館) 123

i G75

角倉 璃子(華堅塾) 1之4



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

12与西村 碧斗(一光会館)

126谷口 翠春(勇輝会館)

127中尾 心謙(一光会館)

ニュー3位決定戦

辻本 瑠杏(一光会館) 128

日岡 桜子(至道会館) 129

西村 咲花(-光会館)工30

131戸崎 楓二郎(楽心会)

132東田 佳樹(高橋道場)

133 川村 蓮翔(正琉会館)

134 宇和 聖 (-光会館)

森 唯人 (正琉会館) 13与

道越 冬馬(大和会館) 136

大槻 裕太郎(白蓮石橋) 137

松本 モアナ(正琉会館) 138

139村山 碧叶(井上道場)

140辻本 稀俊(一光会館)

141毛利 旺助( 真門塾
)

142日蓮 皇河(高橋道場)

143岩崎 紫悠(極真会館関西)

144平井 想大(正琉会館)

14与西田 琉聖( 里心曾
)

146中尾 綺心(葛光会館)

147曽根 厚人(極真会館関西)

西川 現人(高橋道場) 148

中久木 馨( 真誠塾 ) 149

西村 洗星(喜光会館) 1与0

本多 凪(義適会館) 1与1

高雄 慎( 拳聖塾 ) 1与2

辻本 力翔(極真中崎大束) 1与3

岡本 宝(井上道場) 1与4

東野 凱斗(正琉会館) 1与与

藤原 真心(一光会館) 156

1与7田中 理裕(練武館)

1与8橋本 悦希(義運会館)

1与9 栄 優太(飛心会)

160玉置 奏成(成心曾)

161澤田 朝日(拳聖塾)

村田 凱(光武会館) 162

中本 陸翔( -光会館) 163

藤田 統真(白蓮岸和田) 164

飯塚 太-(武秋会館) 16与

東野 結斗(正琉会館) 166

亀田 直央(井上道場) 167

168石丸 歩希(聖空会館)

169竹下 確音(井上道場)

170宮川 現真(白蓮池田)

171島本 蒼生(武秋会館)

172福徳 紘輔(岡村道場姫路)

金高 琉牙(全極真米山) 173

石田 陸( 桜塾 ) 174

寺倉 拘(義道会館) 17与

上田 佑-(高橋道場) 176

柚木 陽音(志友会館) 177

岡本 琉星(井上道場) 178



ゼッケンの害い選手が「赤」になります

179澤田 航堅く 挙国塾)

180丹薪 能心(撃墜塾)

181谷口 航太(世界寛水流)

三十一3位決職

186山口 隔婿( 拳聖塾∴〉

187今井 啓奨(堅武会館)

l的近藤 紐皮(岡村道場)」

ヨー

F6二一臆臆臆臆臆「

3位決定戦

瀧井 優(拳堅塾) 182

高雄∴奏-(撃墜塾) 183

室田 伝(挙聖塾) 184

福永 凱世(金森道場) 18与

鈴木 祥悟( 楽心会 ) 189

福徳 健(岡村道場姫路) 190

登戸 大輝く 掌理恕) 194

新名 玲士(撃墜塾) 19与

中井 智睡(井上道場) 196

吉田 宋純(撃墜塾) 197

198 金谷 珠荊亜(拳聖堂) 岡田 琉愛(斯誠塾) 199

2(調 田中 伶和 こ狐1上野 菜々 之0之 楠田 美鈴 
1本 技あり 勝旗 注意 

(岡村道場姫路) (昇心塾) (極真中崎大束) 

加田中伶和 (岡村道場姫路) 

F70 F73 

之かl上野菜々 (昇心塑) 

F70 F76 

Ⅹ耀楠田美鈴 (極真中崎大束) 

F73 F76 



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

203 中田 荊乗(一光会館)

之04 古河 雷花(井上道場)

207 片山 奈那(拳越塾

’丁78‾「÷_

西田 心愛(聖心曾) 20与

宇和 さくら(-光会館) 206

岩橋 架話(空前塾西田) 209

208璽藤∴来夢(撃墜塾) -臆臆臆臆臆
臆 i

花田 かのん(撃墜蟄) 210

211 富田 悠呈(拳聖堂) 毛利 咲笑 (黄門塾) 212

213 伏野 礪掘(聖空会館) 松本 荊庵 (極真会館関西) 214

21与 高木 宋音 216 永井 艶太 217 平田 陸人 
1本 妓あり 勝旗 注意 

(成心合) (勇誠会) (井上道場) 

21与高木宋音 (成心合) 

F81 F84 

216永井艶太 (勇誠会) 

F81 F86 

217平田陛人 (井上道場) 

F84 F86 



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

218 小山 大翔(成心曾)

219 福原 佑馬(武秋会館)

中島 蒼樹斗(成心曾) 220

伊井 大翔(里心曾) 221

222水野 翔麻(聖武会館)

223 松本 達(極真会館関西)

224大圏 陽斗(大和会館)

22与 峰 繰入(白蓮東大阪束)

226乗出 哲心(聖空会館)

231親川 永良(白蓮東大阪北)

232 白石 倉大(極 泉道場)

233 井澗 大瓶(真正会郷田)

234塙阪 悠翔(金剛力ラテ橋本)

235 赤峯 奏太( 空身館
)

236 吉田 和久(極真会館関西)

243 佐藤 翼(武煙会館)

244 玉置 湊 (義道会館)

245 野内 蓮斗(極真会館関西)

246 北島 大士(白蓮岸和田)

荒木 堆成(世界闘英館) 227

鳥取 男心(空研塾西田) 228

塩木 玲武(全極真米山) 229

野内 職責(極真会館関西) 230

岸本 一輝(

田上 稟翔(

竹生 一階(

天辰 龍次郎(

甲斐 雄大(

米倉 佑志(

害臆音容

井上道場 ) 237

白蓮羽曳野) 238

空研塾西田) 239

練武館 )之40

黄門塾 ) 241

勇輝会館 ) 242

鳥取 実時(空研塾西田) 247

落合 海斗(岡村道場姫路) 248

天辰 虎太郎( 練武館 ) 249

小月i 爆心(白蓮羽曳野) 2与0



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

2与1金谷 祐希(正道総本部)

2与2 田上 空曹(白蓮羽曳野)

之与3 中尾∴鰊 (井上道場)

2与4 津田 綾也(聖武会館)

2与与 小用 姻太(高橋道場)

2与6久保田 龍介(武秋会館)

之63 奥村 航汰(空研蟄西田)

264 倉橋 鉄人(正道会館兵庫)

26与 山本 琉世( 七州会 )

266 伊東 寒地(高橋道場)

267 金葡 欄整(全種冥米山)

中島 樹理斗(成心曾) 257

島崎∴給王(大和会館) 258

菊地 凍羽(拳武会館) 2う9

伊東 潤多(扇橋道場) 260

興座 琉希也(武秋会館) 261

壁用 晶大(白蓮羽曳野) 262

奥聞 擬人( 挙聖塾 ) 268

野田 蒼志( 練武館 ) 269

奥村 掃海(空研塾西田) 270

太田 院斗(拳武会館) 271

小山 憂太(∴成心合 ) 272

津田 誠也(聖武会館) 273

之74 射場 美月(高橋道場) (岡村道場) 黒岩 理沙 275

276 井上 真琴 277 宗谷 心楽愛 278 小山 紗幸 
1本 技あり 勝頼 注意 

(井上道場) (岡村道場姫路) (成心禽) 

276井上真琴 (井上道場) 

G76 G80 

277宗谷心楽愛 (岡村道場姫路) 

G76 G83 

278小山紗書 く成心禽) 

G80 G83 

279佐々木 心善(撃墜塾)

280 本多 便乗(勇輝会館)

之81松尾 紗宰(練武館)

i G84

中谷 陽咲(撃墜塾) 282

川端 蕾粟(昇心塾) 283



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

284 岩井 勝己 285 杉浦 初依 286 近藤 大河 
1本 技あり 勝旗 注意 

(桜塾) (大和会館) (拳聖堂) 

284岩井勝己 (桜塾) 

El E7 

28与杉浦初依 (大和会館) 

El E12 

286近藤大河 (挙聖堂) 

E7 E12 

287 小山 琉袈(-光会館)

288 中藤 優我(堅心禽)

之89 山本 新大(空合館)

290 上野 煙騎(昇心塾)

291石丸 達希(聖空会館)

296 深見 歩( 空合館 )

297 小崎 閲丸
く 光武会館)

298 長井 蓮汰(福山道場)

299 的場 丈 (極 東道場)

300 橋本 凄汰(武秋会館)

301屠関 拳志郎( 七州会
)

302 天慶 大翔( 銀武欝
)

30う 東郷 海奮( 桜塾
)

312 遠藤 幹太 く 桜蟄)

313 小出 斗翔(錬武関) -

314若月 仁太朗(武秋会館)

31与 作尾 悠光(義道会館)

316 北川 蓮 (空身線)

317 本山

318 菅原

319 酒井

3之O 河村

321宮野

322 折目

大電(佐藤道場)

重夫(七刑余)

錮斗(大和会館)

翔冥(英誠塾)

束帯(金森道場)

鉄翔(拳聖塾)

代継 弘武(撃墜塾) 292

山本 蓮 (一光会館) 293

足立 幸太郎(佐藤道場) 409

前神 拓人(高橋道場) 294

紀 佑篤 (会真会館) 29与

友林∴暖貴(空研蟄西田) 304

森本 鍋月(一光会館) 30与

影山 寮己(空運会館) 306

中井 陸人(井上道場) 307

橋本 隆翔( 桜塾 ) 308

玉置 等(議運会館) 309

水嶋 カ (極葵会館関西) 310

岡村 亮汰( 七州会 ) 311

遭下 敏弘(桜塾) 323

戸田 拳己(西田道場) 324

長谷川 航(井上道場) 3之与

松田 錬磨(頁門塾) 3之6

遠藤 翔向(撃墜塾) 327

岡田 和也(楼塾) 328

野田 恵仁志(練武館) 329

「-中
森琉生∴(弼会館リ330

鈴木 樹(羨道全線) 331

馬場 十太(酒漢甥) 332



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

333伊藤 康修( 桜塾
)

334加藤 楓真(井上道場)

33与萩原 駿旗(白蓮東大阪東)

336花亀 常道(井上道場)

337和田 太陽( 拳聖蟄
)

338 勝田 新( 桜塾
)

339 納 叶汰(武秋会館)

346屠場瀬 斗磨( 黄門塾
)

347 木戸 統心( 横型
)

348 種山 彪夏( 拳聖塾
)

349 浅野 達也(新極真会奈良)

350 横山 猛
(

桜塾
)

3与1山崎 海翔(井上道場)

358井手上 和己(桜塾)

3与9 栗本 慧 (聖心曾)

360 森本 碧翔(一光会館)

361坂上 連結(井上道場)

362 代継 悠真(拳聖塾)

林 祐輝(

林 正登(

樽井 覇(

難波 琉人(

金子 竜也(

中山 翔太(

太田 吏郁(

日置 斗真(

森本 桔平(

桑野 正宗(

中山 達希(

原田 煉明(

井上道場) 340

桜塾 ) 341

瑛心館 ) 342

桜塾 ) 343

拳聖塾 ) 344

拳真会館) 345

拳聖塾 ) 3与2

桜塾 ) 353

白蓮神戸) 354

井上道場) 355

中山道場) 3与6

桜塾 ) 3与7

i

i

i

遠藤 晴人(桜塾) 363

太田 瑛介(拳武会館) 364

泉 輝 (拳聖塾) 36与

印藤 蒼空(井上道場) 366

下野 聡介(清潔館) 367

368難波 前人(桜塾)

369迎山 墟春(真門塾)

370青木 望亜(空合館)

由一3倣定戦

山田 悠平(黄門塾) 371

宮川 海斗(白蓮池田) 372

土谷 耀大(黄門塾) 373



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

374 藤原 月遇 375 乗出 天華 376 早川 樹奈 
1本 枝あり 勝旗 注意 

(斯誠塾) (聖空会館) (趣真会館関西) 

374藤原月遇 (斯誠塾) 

E83 E87 

37与東田天華 (霊室会館) 

E83 E91 

376早川憫察 (極真金館関西) 

E87 E91 

377 井上 干和(井上道場)

379下野 いろは(清潔館)

380 森本 梨子(白蓮 神戸)

381鈴木 ひより(譲通会館)

384上場 聖祭(識空会)

38与治居 香純( 桜塾
)

386塩木 製愛(全種頁米山)

389小澤 怜奈(飛心会)

390中谷 七要(拳堅蟄)

100 「

三谷 明愛(七州会)378

月森∴便衣( 裏門塾) 382

興座 愛琉和(武秋会館) 383

三谷 愛東(七州会) 387

岡田 蒼海( 桜塾 ) 388

393 太田 羽東( 拳聖蟄
)

394 角倉 寧音( 拳空襲
)

395平田 愛染沙(極莫会館関西)

木下 荊亜(空身館) 391

西田 心優(聖心曾) 392

山崎 衷淫雨( 撃墜蟄 ) 396

石田 衷優( 樽型 ) 397



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

398 桝田 智也(極真浜井石)ii)

399 深見 三郎( 空合館 )

400 原田 吉治( -光会館)

401田中 漂生( 昇心塾
)

402 青木 琉亜( 空合館
)

407 藤原 照乃(空合館)

408 長谷 瑠斗(聖心曾)

410 岸元 一那(魚本流)

411京口 童心(聖心曾)

412 中村 主君(全寅会館)

413安曇 龍雄馬( 桜塾 )

伊藤 陽飛( 桜塾 ) 403

記虎 琉之心( 魚本流 ) 404

藤原 昂大( 空合館 ) 40与

白数 豹雅( 昇心塾 ) 406

422 鷲見 琉楓
(

桜塾
)

423 楠田 陸

424 日岡 丈ノ新

42与 石黒 輝士

426 中藤 煙我

427 篠原 善

428 東田 漣大

429 佐藤 隼祐

430 野瀬 喜平

431 谷口 蒼空

432 佐藤 太陽

(極真中崎大東)

(至道会館)

(
七州会

)

( 聖心曾
)

(聖空会館)

( -光会館 )

(極真会館関西)

(正樹道場)

(勇輝会館)

(武煙会館)

4糾 表地 海翔( 桜塾
)

44与 中川 義仁(真正会秀勇館)

446 川上 恋
(

勇輝会館
)

447小林 秀太郎( 井上道場
)

448洲崎 耕太郎( 正樹道場
)

表地 力翔( 桜塾 ) 414

京口 竃汰(聖心舎) 41与

折目 樹希翔(拳聖塾) 416

飯山 壱斗(空研塾西田) 417

笠原 蒼平( 桜塾 ) 418

面ノ 朔 (里心曾) 419

鉄尾 翔空(井上道場) 420

田嶋 梓 (武煙会館) 421

坊下 涼太朗 (極真浜井石川) 433

松崎 大和 (新極真和歌山) 434

伏野 望 (聖空会館) 43与

松本 腸詰 (拳武会館) 436

( 聖心曾 ) 437

(真正会秀勇館) 438

(井上道場) 439

勇(空研塾西田) 4牛0

(正道亡eam蓮) 441

(聖空会館) 442

(
立志会 ) 443

和田 琉生

森上 太翔

高藤 柚希

アブドウラー

秋山 輝

山脇 絃唖

本杉 一騎

伊藤 快汰( 桜塾 ) 449

江原 信- (金剛力ラテ橋本) 450

大野 快農( 金森道場 ) 4与1

岩井 瑠希( 樽型 ) 4与2

鈴木 増
(

郷英館 ) 453

河合 琉月( 太上曾 ) 454



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

455 尾崎 成心(

4与6川端 英太朗(

457 小倉 空也(

4与8 船中 婦人(

459 辰巳 守
(

460 大畠 成慣(

七州会
)

桜塾
)

高橋道場)

全真会館)

聖武会館)

武煙会館)

461多野 龍心(極真石川竹富)

462舟串 太我(中山道場)

463 金村 光咲(志友会館)

464中岸 愛琉斗(井上道場)

475 大谷内 灘( 桜塾
)

476中川 隆之助(一光会館)

477 深見 松太( 空合館
)

478 三木 翔聖(至道会館)

479 尾田 亮真(真正会秀勇館)

480伊澤 啓吾(真正会秀勇館)

481早河 優空( 空合館
)

482 荒木 佑斗(全真会館)

483 村岡 達也(白蓮石橋)

484野崎 硯斗(正樹道場)

安曇 飛雄鳥( 桜塾 ) 46与

今西 應介(極真会館関西) 466

濱田 虎太郎(光適合舘大正) 467

新賞 礼磨(

前神 大地(

高木 志音(

竹本 邁貴(

石川 障輝(

松田 大和(

立志会 ) 468

高橋道場) 469

成心曾 ) 470

勇輝会館 ) 471

七州会 ) 472

大和会館) 473

橋本 龍之介(井上道場) 474

川上 勇真(極真浜井石川) 48与

尾田 悠真(真正会秀勇舘) 486

小野 政戦(聖武会館) 487

益田 空 (至遵会館) 488

橋本 遣
( 聖心曾 ) 489

山本 恋次( 空合館 ) 490

地蔵 悠人(全真会館)491

安本 咲人(至道会館) 492

北川 凄久( 空身舘 ) 493

鷲見 琉斗( 横型 )494

495 臼井中 秀( 桜塾
)

496 石飛 ‾翔( 成心曾
)

497 井阪 硯也(慎心会館)

498 間宮 壮大(真正会秀勇館)

499大西 琉佑希(新種真和歌山)

与00 川合 寛斗

501山口 虎哲

与02 藤原 快吏

与03 上口 楓人

504 菊地 玄

与05 岡村 銀士

与06 小林 漂輝

与07 白川 啓樹

(極実尾張松田)

(極真中崎関西)

( 空合館
)

(白蓮大阪狭山)

(聖武会館 )

( 七州会
)

( 松武館
)

( 聖心曾
)

谷口 楓祈( 聖心曾 ) 508

大山 晃生(大山道場) 509

市谷 善人(光武会館)与10

松本 欒生(極真会館関西)与11

藤原 海璃( 斯誠塾 )与12

中村 悠吾(全真会館)与13

長尾 杏虹(牧山道場) 514

手塚 匠 (成心曾福岡)与1与

宮野 琉希(金森道場) 516

小林 凛生( 松武館 )与17

森嶋 咲人( 里心曾 ) 518

本松 大芽( 空合館 )与19



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

与20 村上 艦載( 聖心曾

521森藤 健心( 極異能

与22 田村 星波( 桜塾

与23 吉野 尻平( 大和会館

与24 東 一心 (極真浜井石川

与2与 鳩山 蒼介( 誠曾

与26 川上 陣
(

勇輝会館

527 酉藤 輝
(

佐藤道場

与28 井上 大和( 烈士塾

与29井久保 責苦(聖武会館千真

与30 冨田 瑛心( 桜塾

531岡本 大和(真正会秀勇館

与32小田畠 凛久( 中山道場

与33 鴫野 丈
(

誠流塾

548 小崎 太雅(

与49 小紫 至琉(

与与0 北野 浩輝(

与与1影山 澄吉(

与与2 丸茂 拓登(

5与3 薮内 渉太(

与与4 高野 太志(

与与与本岡 碗太郎(

与与6 竹永 龍也(
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光
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567 谷口 還暦( 聖心含
)

568 佐藤 竜大(棲真会館関西)
与69 西光 広太( 祐心会

)

与70森本 隆之介( 魚本流 )

与71江原 裕- (金剛カラチ橋本)

572西野 信次郎( 桜塾
)

与73 中村 歩楽(極真石月i竹吉)

与74 池戸 翔優( 佐藤道場
)

与7与 菅原 一憧( 七州会
)

与76河合 利亜斗( 大上曾
)

与77 赤松 功都(極頁中村泉州北)

与78吉田谷 彿翔( 空身館
)

579 袴田 斌馬( 桜塾
)

与80 田中 琢夢( 空合館
)

581丸山 慶冴( 金森道場
)

与82北之園 龍心( 拳聖塾
)

与83 宮田

与84 村田

"
い
い
〇
〇
〇
軸
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伊藤 大群( 桜塾 )与34

田淵 光
(

七州会 )与3与

竹本 結貴( 勇輝会館 ) 536

粕山 歩夢( 聖心曾 )与37

山田 恋登( 金森道場 )与38

平松 麗乎( 大和会館 )与39

山本 瑛斗( 輪道会 )与40

元日 魁
(

聖武会館 )与41

松本 拓己( 烈士塾 )与42

松本 大和(金剛力ラテ橋本)与43

本多 詩
(

姦通会館 )与44

松田 暖大( 大和会館 ) 545

河野 真心(白蓮 池田 )与46

柳田 凌央( 桜塾 ) 547

川瀬 隼也( 横型 )与与7

平木 売手(白蓮 池田 )与与8

山本 悠人(極真中崎関西) 5与9

中庭 大我( 勇輝会館 )与60

松坂 壮良( 羨道会館 )与61

山本 琉士郎( 中山道場 )与62

山本 裕也(正道team蓮)与63

村本 虎汰郎(金剛力ラテ用地)与64

須貝 瑳月( 七州会 ) 56与

小島 蕉也( 桜塾 ) 566

瀬尾 旺文( 桜塾 )与85

稲垣 遥
( -光会館 )与86

福井 壮真( 白蓮 堺 ) 587

上田 優馬( 拳聖塾 )与88

橋本 丈
(

里心曾 )与89

鈴木 騎士( 桜塾 )与90

日活 蝿大(真正会秀男館)与91

原谷 陸斗(金剛力ラテ用地)与92

北島 龍翔(総極真西岡道場) 593

大曽根 愛斗(極真浜井愛知)与94

奥村 一真(極真中崎関西)与9与

塩山 星嘱望(空研塾西田 )与96

末永 海翔( 魚本流 )与97

田中 楓人(極真中村泉州北)与98

夏目 玲皇( 桜塾 )与99

平田 将太郎(極葵会館関西) 600

中国 幸太( 拳聖塾 ) 601

中村 弦楽(極真石川竹吉) 602

降旗 伶皇( 誠流塾 ) 603

平林 新舵( 七州会 ) 604
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60与 小島 濡( 桜塾
)

606本田 琉也(世界寛水流)

607田中 陽彩(学心会)

608山本 琉維(黄門塾)

609村上 剣心(全種真米山)

610岡島 舜斗(極真綿)

611坂野 達真( -光会館)

612加藤 陽生(空合館)

621京口 総勝( 里心曾
)

622岩出 嗣実( 真門型
)

623南西 悠馬(極真長谷場前田)

624野村 魁希( 桜塾
)

625山木 異心( 空合館
)

626森山 天斗(正道会館元気)

627田口 心道(世界聞英館 )

628石黒 翔士( 七州会
)

629石嶺 太陽( 横型
)

639 石原 翔 (白蓮湘南鎌倉)

640 近藤 明翔(

641高橋 啓斗(

642 鹿島 海成(

643小田島 悠翔(

644権出 航平(

64与神田 英渉(

646 田嶋 美月(

647 森田 獅陽(

拳聖堂
)

大和会館)

極真館
)

中山道場)

聖心曾
)

桜塾
)

武煙会館)

波導館
)

6与7浦山 竜精(武奨館吉村)

6与8辰巳 存(聖武会館)

6与9丸茂 雄太( 七州会
)

白浜 蓮清(聖心曾) 613

竹内 聖人(七州会) 614

津守 来輝( 桜塾 ) 61与

海藤 害鳥(錬武館) 616

千葉 遷斗(全真会館) 617

水野 透麻(聖武会館) 618

山崎 理人(全極真米山) 619

平尾 太‾( 桜塾 ) 620

正木 翔夢( 七州会 ) 630

上野 選翔( 志友会館 ) 631

藤澤 空弼( 桜塾 ) 632

手塚 晃樹(成心曾福岡) 633

榊原 緑心(正道team蓮) 634

藤川 勇和( 顕正会館 ) 63与

峰 虎太郎(白蓮東大阪束) 636

西川 遼( 桜塾 ) 637

桐原 歩夢(世界闘英館) 638

伊藤 開 (

柴田 大夢(

藤井 優太朗(

澤 洗太朗(

米森 祥太郎(

東 柊介(

互- 3位決定戦

真誠塾 ) 648

議運会館) 649

桜塾 ) 650

武奨館 ) 651

正樹道場) 6与2

飛心会 ) 6粥

親川 朔 (白蓮東大阪北) 6与4

川瀬 準 ( 桜塾 ) 6与与

各務 壮祐(極真浜井愛知) 6与6

大浴 元気(正道会館高雄) 660

前田 佳佑(∴∴桜蟄 ) 661

本杉 一姫( 立志会 ) 662
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663 渡辺 能瀬( 士衛塾 )

664 中村 銀志(極莫石川竹喜)

66与 鶴見 琉月

666 中山 識別

667 中国 陸仁

668 大西 泰地

669 伊藤 壮良

6アブI車用∴殻大

678 三木 音潤

679 大石 蓮

680 木村 蓮斗

(
桜塾 )

(中山道場)

( 拳聖塾 )

(光武会館)

( 桜塾 )

(裏強堅)

(至道会館)

(大和会館)

(神谷塾)

681藤井 宏太朗( 桜塾 )

682 田中 亮宗(堅心曾)
683 藤本 大寿(世界寛水流)

684 用瀬 翔
( 桜塾

685 渡邁 将五

695 藤田 碗也

696 老本 蓮町

697 藤井 瑛心

698 辻 正英

699 白木 乎砦

700 石田 虎琉

(心想流

畠中 悠翔( 桜塾 ) 670

大澤 唯雅( 神谷塾 ) 671

降旗 誠実( 誠流塾 ) 67之

山田 斗吾(白蓮八尾南) 673

渡邁 大領( 婆武会館 ) 674

伊藤 夢健忘(極葵会館関西) 67う

池田 優雅( 横型 ) 676

(
桜塾

)

(新極頁奈良 )

(
拳武会館

)

(正道会館高雄)

( 世界寛水流
)

( 挙兵流 )

鴫野 駿 (誠流塾) 6飾

橋本 天汰(世界寛水流) 687

田淵 海
( 七州会) 688

八田 銀琉( 桜塾 ) 689

中村 売介( 殿堂 ) 690

安東 海書(飛心会) 691

水谷 帝斗(全種冥米山) 692

田嶋 辱 (武煙会館) 693

松田 流離( 桜塾 ) 694

中村 海疇( 桜塾 ) 701

石神 心 (正道総本部) 702

玉井 祥太郎( 昇気館 ) 703

三木 将嗣(岡村道場姫路) 704

瀬藤 厳太(極莫尾張名松田) 70与

岡田 凄平( 桜塾 ) 706

707 岩永 勝亮( 桜塾
)

708野内 隆之介(白蓮岸和田)

709 中原 志棄(正琉会館)

710 垣田 悠利(新説塾)

71与 中山 墨書( 横型
)

716 藤井 男心(拳武会館)

アユ7 平松 友飛(極真会館関西)

718 池野 空翔(極葵会館関西) -

719 西田 経費(光武会館)

724 宇部 優亮(練武館)
AlO6

醤本 愛与(嶋田塾) 711

牧原 輝 (練武館) 712

水野 太雅(聖心曾) 713

森 忍法 ( 桜塾 ) 714

中原 ‾轟
く 正琉会館) 7之0

和久井 勇莫(拳武会館) 721

西村 琉希(極憂会館関西) 722

秋山 邁 (中山道場) 723



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

725奥村 亜瑠真(極真中崎関西)

726 鎌谷 花暖( 立志会
)

729尾崎 心奏(七州会)

730大黒 姫華(魚本流)

731田中 そら(勇輝会館)

二十A 5--[ 渡辺 さくら( 武奨館 ) 727

冨田 和花( 桜塾 ) 728

三十- 3位決定戦

荒木 千奈(全真会館) 732

小野 絆菜(武煙会館) 733

竹中 椎葉(桜塾) 734

735 冨田 華帆( 桜塾
)

736 演 蝶麟曖(顕正会館)

737 堀池 愛琉( -光会館)

738 中島 妃音( 空合館
)

743 竹中 希羽( 桜塾
)

744 和田 莱奈(極真中崎関西)

74与 太黒 姫煙( 魚本流 )

746 仲摩 玲那( 新誠曾
)

747小紫 寿々乃(拳武会館)

748 田中 型 (琉適合館)

749 稲垣 ゆの( -光会館)

7与7 代 靖奮

758 瀧 あおい

759 南西 琉花

760 藤原 汐杏

761 近藤 笑里

(
桜塾

)

(
佐藤道場

)

(極真長谷場前田)

(白蓮東大阪北)

(
拳聖塾

)

767 中山 星来( 桜塾
)

768 高見 芽生(至道会館)

769 岡島 桃愛(極真綿)

770八田 凪々香( 桜塾
)

771工藤 心音(空身館)

奥村 瑠依真(極寅中崎関西) 739

中庭 羽音(勇躍会館) 740

樺山 麗 (義道会館) 741

服部 愛夢(佐藤道場) 742

丸山 陽菜( 拳聖塾 ) 7与0

京谷 心頭(岡村道場姫路) 7与1

矢川 美空(士衛塾石川) 7与2

木下 真珠華( 聖心曾 ) 7与3

菊地 杏梨(聖武会館) 7与4

影山 小桃( 横型 ) 7与与

鰐部 瑛南( 空身館 ) 756

中村 吏杏
(

新誠曾 ) 762

高野 花菓子
(

中山道場 ) 763

コルニエンコ 仁香( 祐心会 ) 764

奈良 優寮費
( 魚本流 ) 76与

中島 初椛
( 空合館 ) 766

藤田 星荊( 桜塾 ) 772

渡連 結衣(心想流) 773

治居 李純( 桜塾 ) 774

中濃 心海(空研塾西田) 77与

吉田谷 蘭(空身館) 776



ゼッケンの若い選手が「赤」になります

777 松本 姫芽(

778 澤村 月華(

779 中谷 桜彩(

780 玉垣 麗
(

781廣畑 和沙(

782 権出 小春(

桜塾

波導館

魚本流

玉垣道場

勇輝会館

聖心曾

789小坂 鈴乃(正樹道場)

790 辻 荊乃 (正道会館高雄)

791山田 かのん(白蓮八尾南)

792 武藤 夢乃( 魚心拳
)

793 林 芽衣奈( 心想流
)

798丸本 依央奈(

799 原 楓夏
(

800 馬場 うか(

801木村 綺音(

802西田 紗菜
(

803 柴生 諒(
804 夏自 治案(

桜塾

真門型

清漂館

光武会館

武奨館

飛心会

桜塾

812廣嶋 美里愛(桜塾)

813 藤原 空音(斯誠塾)

816 西山 空那( 空合館 )

817 片山 礼菜( 無心拳
)

818 影山 夕夏( 桜塾
)

819奥村 幸美( 心想流 )

820 水上 愛粋(極実演井石川)

826 酒井 希羽( 七州会

827 太田 琉渚( 桜塾

828 祭屠 明里( 誠空会
)

829堀田 優月(全極真米山)

830 山本 妃荊(正道team蓮)

831高橋 苺愛( 桜塾
)

大澤 相月( 神谷塾 ) 783

森 伊代菜(白蓮東大阪北) 784

北野 ひなた(楠誠会館) 78与

縄谷 異彩( 聖心曾 ) 786

村上 鈴音(全極真米山) 787

山本 乃愛( 七州会 ) 788

我那覇 優羽( 七州会 ) 794

倉橋 要港(正道会館兵庫) 79与

小谷 愛桜(極真会館関西) 796

鰐部 比奈子( 空身館 ) 797

加藤 愛琉( 森道場 ) 805

木下 舞桜( 聖心曾 ) 806

金子 愛美( 拳聖塾 ) 807

渡達 藍( 桜塾 ) 808

鷲見 琉那( 桜塾 ) 809

三宅 愛瑠(極真浜井石川) 810

野嶋 紗( 新誠曾 ) 811

一一一「

臆臆喜

」」 -国土

木村 優菜(琉適合館) 814

中島 美優(学心会) 81与

神田 桃香( 聖心曾 ) 821

小松 佳苗( 遂心塾 ) 822

高野 芽衣子(中山道場) 823

池田 桃子(牧山道場) 824

吉田 暖海( 武奨館 ) 82与

岡田 彩花( 桜塾

中富 要夏棄(楠誠会館

長谷川 蘭( 輝心曾

林 美月
( 心想流

井伊 妻子( 波導館

岡田 蒼空( 桜塾
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　上級　　高校生 女子  48㎏未満　　　　　　 　　　         優勝/準優勝　  　　         【 D  コート】

862　粥川　愛菜

（　桜塾　）

863　藤井　彩心

（   中山道場  ）

864　上田　愛琉

（　桜塾　）
1本 技あり 勝旗 注意

862　粥川　愛菜

（　桜塾　）
Ｄ88 Ｄ93

863　藤井　彩心

（   中山道場  ）
Ｄ88 Ｄ97

864　上田　愛琉

（　桜塾　）
Ｄ93 Ｄ97
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