
型競技 優勝 準優勝 第３位 第３位

山田　翔太

極真空手中崎道場関西本部

奥村　瑠依真 水上　宗祐

極真空手中崎道場関西本部 世界闘英館

上井　直音 大西　琉佑希 廣松　里沙 遠藤　竜心

極真空手中崎道場関西本部 新極真会和歌山支部池邊道場 極真会館手塚グループ兵庫県本部 極真空手中崎道場関西本部

有澤　琉衣 大西　美月 金子　愛美 平原　澪

武奨館𠮷村道場 拳聖塾 遂心塾

組手競技　初級 優勝 準優勝 第３位 第３位

若槻　大吾 廣瀬　玲音 原田　吉光 十倉　隆成

白蓮会館神戸支部 髙橋道場北播丹波本部 一光会館 極真拳武會大阪城南支部

筒井　結菜 武田　夏芽 菊池　章孔 宮川　一

宮崎道場 髙橋道場北播丹波本部 極真空手中崎道場関西本部 大和会館玉城道場

筒井　葵子 荻野　結菜 中辻　智香 廣瀬　琉音

宮崎道場 拳聖塾 勇輝会館 髙橋道場北播丹波本部

岩元　海星 西澤　由都

成心會 極真空手中崎道場関西本部

岩川　禅 松本　彩楽 井谷　羽伽 橋本　鳳真
極真空手中崎道場大東支部野崎道場 げんき塾 げんき塾 白蓮会館東大阪北支部福井道場

勝田　新 竹林　蓮

桜塾 極真空手中崎道場関西本部

佐々木　徠亜 杉野　蒼

桜塾 神州會

中谷　七愛 酒井　悠莉

拳聖塾 大和会館玉城道場

刘　础豪 久井田　遙音

空手塾 白蓮会館東大阪北支部福井道場

組手競技　中級 優勝 準優勝 第３位 第３位

山口　瑚桃

極真空手中崎道場関西本部

道越　冬馬 安田　海真

大和会館玉城道場 顕正会館

芦原　輝希 森川　愛彩 辻本　力翔 西野　正騎

極真PROFI 白蓮会館神戸支部 極真空手中崎道場大東支部野崎道場 極真空手中崎道場大東支部野崎道場

小濵　海聖 東郷　海音

空研塾西田道場 桜塾

マハラジャンリュウセイ 山本　翔聖 玉木　岳翔 髙橋　海音
極真会館手塚グループ兵庫県本部 げんき塾 極真PROFI 極真拳武會奈良県支部

蔭山　瑞希 長田　龍乃介

空手拳法力愛会 極真空手中崎道場関西本部

久井田　杏南 関根　美月
白蓮会館東大阪北支部福井道場 極真空手中崎道場関西本部

浄閑　帆高

宮崎道場

幼年混合の部

小学１年の部

小学２年の部

小学３年の部

小学４年の部

小学５年男子の部

第２回極真空手関西大会

幼年・小学１年　上級

小学２・３年　上級

小学４年～６年　上級

中学生～一般　上級

小学６年男子の部

小学６年女子の部

中学生男子の部

幼年混合の部

小学１年の部

小学２年の部

小学３年の部

小学４年の部

小学５・６年男子の部

小学６年女子の部

中学生男子の部



組手競技　上級 優勝 準優勝 第３位 第３位

伏野　琥珀 山田　翔太

聖空会館高砂道場 極真空手中崎道場関西本部

久野　陽菜美

立志会

白数　豹雅 近藤　大河 原田　吉治 北川　夢絃

昇心塾 拳聖塾 一光会館 陪劭流祐心会尾張旭支部

奥村　亜瑠真

極真空手中崎道場関西本部

田嶋　梓 鉄本　有作 和田　大和 嶋　颯斗

武煌会館 金剛カラテ川地道場 極真空手中崎道場関西本部 極真空手中崎道場関西本部

荒木　千奈 久野　由衣菜 藤原　月遥 松下　璃音

全真会館福島支部 立志会 斯誠塾 正道会館大河道場

谷本　大和 桐山　海都 福田　真旺 植野　圭翔

大山道場 神州會 拳実会 勇輝会館

山﨑　創太 森上　太翔 竹浪　秀真 瀬戸口　春也

昇心塾 真正会秀勇館 拳実会 立志会

奥村　瑠依真 中庭　羽音 堀池　愛琉

極真空手中崎道場関西本部 勇輝会館 一光会館

中川　義仁 大畠　成惺 竹本　遥貴 中村　虎二朗

真正会秀勇館 武煌会館 勇輝会館 拳実会

髙木　志音 多野　龍心 荒木　堆成 安藝　飛雄馬

成心會 極真会館石川県竹吉道場 世界闘英館 桜塾

六嶋　玲乃 伊藤　奈々
白蓮会館東大阪北支部福井道場 極真空手中崎道場大東支部野崎道場

田中　聖

琉道會館

大谷内　洸 伊澤　啓吾 上井　直音 荒木　佑斗

桜塾 真正会秀勇館 極真空手中崎道場関西本部 全真会館福島支部

長尾　杏虹 辰巳　暖 石飛　一翔 菊地　玄

牧山道場 正道会館大河道場 成心會 聖武会館

藤田　星莉 コルニエンコ仁香 檜垣　希帆 原田　都杏

桜塾 陪劭流祐心会尾張旭支部 拳実会 拳実会

井久保　奏音 粕山　歩夢 酒匂　晴生 本岡　琥太郎

聖武会館 聖心會 正道会館大河道場 宮野道場茨木支部

村本　虎汰郎 四元　生恩 東條　志信 矢野　陽太

金剛カラテ川地道場 真正会秀勇館 全真会館阿倍野本部 白蓮会館神戸支部

中谷　桜彩 廣畑　和沙

魚本流 勇輝会館

奥村　瑠美菜 山田　かのん

極真館京都支部 白蓮会館八尾南支部

奥村　一真 井手上　莉己

極真空手中崎道場関西本部 桜塾

木村　伊吹

空手道MAC奈良大安寺道場

第11回日本武道振興会チャンピオンカップ選抜大会

幼年男子の部

幼年女子の部

小学１年男子の部

小学４年男子32㎏未満の部

小学４年男子32㎏以上の部

小学４年女子32㎏未満の部

小学４年女子32㎏以上の部

小学５年男子37㎏未満の部

小学５年男子37㎏以上の部

小学１年女子の部

小学２年男子の部

小学２年女子の部

小学３年男子29㎏未満の部

小学３年男子29㎏以上の部

小学３年女子の部

中学１年男子54㎏未満の部

小学５年女子37㎏未満の部

小学６年男子42㎏未満の部

小学6年男子42㎏以上の部

小学６年女子42㎏未満の部

小学６年女子42㎏以上の部

中学１年男子44㎏未満の部



松本　煌斗

拳実会

佐瀬　歩希 金子　愛美

牧山道場 拳聖塾

濵　心優

顕正会館

池田　優雅 畠中　悠翔 髙橋　啓斗 森山　天斗

桜塾 桜塾 大和会館玉城道場 正道会館元気道場

各務　壮祐 六嶋　晴呂
極真会館浜井派愛知石川道場 白蓮会館東大阪北支部福井道場

渡邊　羅偉

空手道MAC奈良大安寺道場

石嶺　美

桜塾

田中　清賀

金剛カラテ川地道場

中村　翔真 藤原　拓夢

新誠會 成心會

田中　雲雀

琉道會館

塩山　樹梨彩

空研塾西田道場

組手競技　一般初中級 優勝 準優勝 第３位 第３位

小島　悠利 原田　直也

空手道一研会 げんき塾

田中　大喜

空研塾西田道場

豊島　悠華 大西　美月

極真PROFI

組手競技　一般上級 優勝 準優勝 第３位 第３位

酒井　陵多 村上　錬

白蓮会館神戸支部 日本格闘空手拳法RKS慎心会館

小宮　翔馬

翔拳塾

山口　舞

空研塾西田道場

組手競技　壮年初中級 優勝 準優勝 第３位 第３位

五嶋　亮太 野澤　和也

牧山道場 白蓮会館神戸支部

笹倉　聖司 浜本　弘治

白蓮会館大阪狭山支部

組手競技　壮年上級 優勝 準優勝 第３位 第３位

鴻上　道生 森川　総

極真空手中崎道場関西本部 空柔館

中学１年男子54㎏以上の部

中学１年女子45㎏未満の部

中学１年女子45㎏以上の部

中学２・３年男子49㎏未満の部

中学２・３年男子59㎏未満の部

高校生女子55㎏以上の部

一般男子75㎏未満の部

一般男子75㎏以上の部

一般女子無差別の部

一般男子75㎏未満の部

一般男子75㎏以上の部

中学２・３年男子59㎏以上の部

中学２・３年女子45㎏未満の部

中学２・３年女子52㎏未満の部

高校生男子60㎏未満の部

高校生女子55㎏未満の部

一般女子53㎏以上の部の部

第３回壮年空手道最強決定戦

壮年男子40歳～49歳無差別の部

壮年男子50歳～59歳無差別の部

壮年男子50歳～59歳無差別の部


