
試合種目

個　　人

小学１男子 岡本　幸晟 京都 広田　彪樹 兵庫 魚住　旭 兵庫 吉田　陽紀 兵庫 清水　敦生 京都 石田　颯 京都 沓掛　航大 大阪 矢野　有悟 兵庫

小学１女子 浅野　蘭愛 兵庫 大槻　瑠美 兵庫 金澤　琉夢　 兵庫 川端　舞夕 大阪 岡　彩華 京都 岸部　楓 大阪 山本　愛 兵庫 宿利　花歩 京都

小学２男子 西野　雅陽 大阪 今富　覇統 兵庫 木村　陽 大阪 藤井　波琉 京都 若松　咲翔 大阪 松嵜　善 京都 渡邊　慶太郎 京都 大杉　夢翔 大阪

小学２女子 池田　陽歌彩 大阪 衣川　一楓 京都 塚本　梓乃 大阪 亀井　理央 大阪 坂井　ゆら 滋賀 山本　愛華 大阪 徳　小町 兵庫 鳥家　智慧 京都

小学３男子 相川　瑠絆 大阪 元吉　智弥 大阪 室山　惺哉 大阪 二川　翔輝 大阪 藤城　慎之助 大阪 村田　夢斗 大阪 大家　駿希 大阪 山根　颯太朗 大阪

小学３女子 松舟　葵 大阪 浅野　梨愛 兵庫 魚住　凌 兵庫 大竹　紗愛 大阪 根津　カンナ 兵庫 松岡　日南乃 京都 髙野　菜都美 大阪 油布　彩楓 大阪

小学４男子 田中　翔 大阪 大杉　晴登 大阪 石津　統優平 兵庫 武本　侑大 京都 四方　葉彩 京都 上釜　岳大 大阪 福岡　晴太郎 大阪 石間伏　純平 兵庫

小学４女子 西井　美空 大阪 岡田　愛未 大阪 石田　美空 京都 面高　七海 大阪 伊藤　七海 大阪 小泉　咲百合 兵庫 安岡　美空 京都 土山　紗采 京都

小学５男子 池田　真芭 大阪 相川　隼絆 大阪 石井　羚矢 大阪 西川　大雅 大阪 間渕　快次郎 大阪 上垣内　優輝 大阪 吉田　瑛太 兵庫 掛水　将真 大阪

小学５女子 中嶋　優那 京都 角出　雛向 大阪 平野　華穂 大阪 川居　楓希 大阪 田原　桃寧 京都 細井　月風 京都 中山　真愛 大阪 岡井　歩 兵庫

小学６男子 髙見　天新 大阪 元吉　良輔 大阪 中谷　悠斗 大阪 三島　虎瑠 京都 永井　悠右 京都 鎌田　圭人 大阪 大杉　優輝 大阪 松本　拳仁 大阪

小学６女子 村山　鈴音 大阪 宇都　日奈子 大阪 岡本　純奈 京都 安岡　珠里 大阪 髙橋　藍緋 大阪 葛原　麻莉 大阪 松浦　心咲 大阪 中澤 みのり 奈良

個　　人

中学１男子 井伊　琳哉 大阪 池田　剛基 大阪 米村　優翔 京都 島　偉介 大阪 大井　晴翔 大阪 細井　雷天 京都 平野　翔梧 大阪 篠原　颯将 大阪

中学１女子 池田　愛音 大阪 前田　望結 大阪 的場　美空 京都 上釜　芽久 大阪 石神　心美 滋賀 大川　衣咲 兵庫 長谷部　陽咲 京都 山下　咲希 大阪

中学２男子 広沢　暖我 大阪 松本　淳平 大阪 帖佐　夏樹 兵庫 南　颯太 兵庫 岡井　渉 兵庫 高橋　煌志 大阪 石寺　海斗 大阪 西村　愛琉 大阪

中学２女子 宇都　千耶子 大阪 長田　帆乃花 大阪 石間伏　あゆみ 兵庫 廣田　万葉 京都 西川　彩愛 大阪 今富　花怜 兵庫 髙橋　一菜美 京都 中山　真桜 大阪

中学３男子 末武　優征 大阪 室山　皓奎 大阪 大井　睦樹 大阪 泉　翔舞 大阪 平野　琢己 大阪 梅垣　三志郎 京都 川村　壮 兵庫 岡田　逸晴 滋賀

中学３女子 新谷　心 大阪 松本　星来 大阪 鈴木　早香 兵庫 村山　花美 大阪 大槻　唯夏 兵庫 三木　亜梨沙 大阪 友國　瑛理香 兵庫 坂野　百合 兵庫

高校男子 京極　立 大阪 稲田　時希 大阪 影山　奏 滋賀 松本　裕紀 大阪 大津　貫太 大阪 上西　麻那士 大阪 鶴目　翔大 兵庫 - -

高校女子 中埜　夕希 兵庫 山下　愛佳 大阪 割石　海莉 大阪 光瀬　晴夏 兵庫 - - - - - - - -

一般男子 元平　雅仁 京都 秋山　暢佑 大阪 溝田　航一郎 京都 佐藤　薫 兵庫 西尾　健 大阪 川端　慎太郎 滋賀 サンタナ イゴル 滋賀 - -

一般女子 松原　美咲 大阪 三村　桃子 京都 岡﨑　ゆかり 兵庫 工藤　晴香 大阪 飯塚　亜香里 兵庫 三嶋　優 京都 大日　さつき 兵庫 西田　美由紀 滋賀

団　　　体

小学１・２男女 伏見支部 京都 神戸中央支部A 兵庫 稲美松涛館A 兵庫 交野青山支部 大阪

小学３・４男子 諸口支部 大阪 稲美松涛館A 兵庫 大東支部A 大阪 大東支部B 大阪

小学３・４女子 南大阪支部 大阪 交野支部 大阪 大東支部 大阪 稲美松涛館 兵庫

小学５・６男子 大東支部A 大阪 宇治支部A 京都 南大阪支部 大阪 稲美松涛館A 兵庫

小学５・６女子 南大阪支部 大阪 宇治支部 京都 交野支部 大阪 交野青山支部A 大阪

中学男子 諸口支部A 大阪 諸口支部B 大阪 交野支部 大阪 栗東支部 滋賀

中学女子 諸口支部A 大阪 諸口支部B 大阪 交野支部 大阪 伏見支部B 京都

一般男子 栗東支部 滋賀 西宮支部A 兵庫 御所ノ内道場 京都 六甲支部 兵庫
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