
優勝 準優勝
堺上野芝 堺上野芝 堺上野芝 堺上野芝 糸東館堺　堀上

瀧川　心結 原　大馳 金正　隼世 橋本　蒼也 炭谷　龍介
太西会本部 金岡 太西会本部 宮園 誠勇東 金岡 堺上野芝 堺上野芝

橋本　幸空 武田　英莉 植松　陸央 矢野　虎太郎 横田　京介 今中　涼葉 高橋　結風 西野　歩翔
太西会本部 金岡 太西会本部 金岡 明武館 堺上野芝 金岡 上小湊

吉田　直生 十河　実咲 桶谷　由加里 公文　　伶 渡邉　麻衣 藤井　明花 辻田　和希 石下　瑛大
太西会本部 上小湊 上小湊 上小湊 育秀館北野田 上小湊 金岡 宮園

梅田　悠希 田中　悠乃真 奈良　美祐 井出　広大 渡邉　心也 河本　獅永 神吉　大地 古瀬　智咲
拳心会堺西 上小湊 太西会本部 金岡 誠勇東 拳心会堺西 金岡 太西会本部

森　絢愛 久保　観汰 平井　愛美 大野　敦嗣 村川　達暉 村川　達暉 山城　宙夢 橘　遼太
太西会本部 太西会本部 育秀館北野田 太西会本部 金岡 上小湊 上小湊 育秀館北野田

矢野　杏純 藤　志門 日比野　環 中谷　光 伊佐　優葵 水谷　隼太 矢田　大翔 山本　朔矢
誠勇東 上小湊 上小湊 太西会本部 太西会本部 太西会本部 堺上野芝 太西会本部

横田　大地 有田　　巧 佐々木　俐空 川淵　唯生 平井　翠斗 有田　真菜 小川　睦喜 赤坂　安里
上小湊 太西会本部 明武館 金岡

鹿子木　美海 髙橋　佳歩 山畑　苺香 武田　彩花
大和 宮園 宮園 太西会本部

小早川　あゆ 小川　真奈 服部　真生 平井　翔斗
太西会本部 上小湊

中谷　翼 谷口　陽之心

団体形 太西会総本部 上小湊B 堺上野芝A 金岡

低学年 鈴木、大山、小野 田中、河本、石下 瀧川、金正、原 公文、十河、神吉

団体形 太西会総本部 拳心館堺西 拳心館堺西A 上小湊A

高学年 矢野、藤、中谷 檜垣、松本、原島 森、森、山下 久保、矢田、有田

団体形 上小湊A 上小湊B

中学生 鹿子木、有田、谷口 水谷、城、城

誠勇東 育秀館北野田

中本　蔵之親 笹田　哲平
誠勇東 誠勇東 誠勇東 新金岡 大和 太西会本部 太西会本部 育秀館北野田

山下　ひかり 武山　紘太 大野　颯真 加藤　舜 寺田　大河 落合　創士 岩本　泰一 脇本　琉希
大和 大和 太西会本部 太西会本部 金岡 太西会本部 浅香山 金岡

矢倉　駕武 船戸　仁 遠藤　大斗 有馬　晴弥 村嶋　宏祐 舩井　亮侍 斉藤　涼杜 秋山　直輝
太西会本部 大和 育秀館北野田 太西会本部 誠勇東 大和 育秀館北野田 太西会清水

小野　海夏人 南原　七海 笹田　魁士 大山　友涼季 大野　優津希 岡崎　桔平 廣瀬　壱露 西埜　奨生
大和 大和 太西会本部 大和 明武館 太西会本部 大和 拳心会堺西

南原　莉桜 田中　新大 森田 紗弥 平山　大愛 山畑　悠輝 岡村 星南 車　智皓 森田　将義
大和 大和 浅香山 上小湊 拳心会堺西 拳心会堺西 太西会本部 堺上野芝

池田　彩咲 中辻　飛翔 山内　凌駕 橋本　康平 岡村　大馳 桒山　詩堂 守井　櫂志 小林　大樹
大和 太西会本部 太西会本部 太西会本部 拳心会堺西 太西会本部 浅香山 大和

船戸　来輝 藤田 煌 髙橋 柚妃 馬場 瑠凜 山下　大貴 　中井 太陽 中村　優真 桑田　晟
大和 上小湊 太西会本部 太西会本部

池田　刻斗 伊藤　好唯 岩本　陽菜 守井　聡麻
上小湊 大和 大和 太西会本部

南　　元希 岩﨑　祐和 篠原　龍太 坂中　一平
大和 太西会本部 大和 太西会本部

曽我　修斗 加藤　彩花 岩本　泰成 南原　唯輝

団体組手 大和 明武館 新金岡 上小湊

低学年 田中、南原、平山江澤、山口、山畑加藤、大野、大野横山、山下、谷口

団体組手 大和 拳心会堺西 誠勇東 新金岡

高学年 池田、船戸、田中 山下、杜、安瀬 尾形、藤田、村川山下、松本、松本

団体組手 上小湊 拳心会堺西

中学生 伊藤、伊藤、南 藤川、藤川、松本
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総合優勝 太西会総本部 総合準優勝


