
種目

25 個人形　中学１年生　男子　の部 髙見　天新 大阪 安藤　楓唄 大阪 阿部　克哉 兵庫 山田　創士 京都 柏原　悠人 京都 廣坂　仁 京都 中村　颯汰 京都 佐多　隆之介 大阪

26 個人形　中学２年生　男子　の部 三谷　幸大 大阪 細井　雷天 京都 上水流幸河 京都 柴田　裕一郎 滋賀 中嶋一輝 京都 中垣　太賀 大阪 藤原　賢到 兵庫 有光　貴哉 大阪

27 個人形　中学３年生　男子　の部 高橋　煌志 大阪 岡井　渉 兵庫 南　颯太 兵庫

28 個人形　中学１年生　女子　の部 安岡　珠里 大阪 渡辺　仁美 兵庫 関井　初夏 大阪

29 個人形　中学２年生　女子　の部 的場　美空 京都 長谷部陽咲 京都 山下　咲希 大阪

30 個人形　中学３年生　女子　の部 今富　花怜 兵庫 石間伏　あゆみ 兵庫 山崎　凜果 兵庫

31 個人形　高校生　男子　の部 山森　海人 大阪 藤倉　惠士 大阪 平野　琢己 大阪

32 個人形　高校生　女子　の部 植松　恵未 京都 松岡　加弥乃 大阪 安土　奈歩 大阪

33 個人形　一般　男子　の部 徳野　真規 大阪 柴垣　源太 大阪 赤木　大翔 大阪 岡田　純一 大阪 三多那　イゴル 滋賀 森下　元春 大阪 川嶋　仁人 大阪 北郷　一樹 兵庫

34 個人形　一般　女子　の部 野路　愛実 大阪 早川　香菜 大阪 阪田　梨乃 京都

35 個人形　シニア　男子　の部 藤井　隆生 京都 小財　清儀 大阪 別府　敏治 兵庫 田邊　貴弘 兵庫 伊藤　　靖 兵庫 酒本　恵一郎 兵庫 石田　新吾 奈良 長田 将一郎 大阪

36 個人形　シニア　女子　の部 今富　希 兵庫 浦野　ゆかり 兵庫 中埜　夕香里 兵庫 佐々木　紀子 兵庫 村津　眞理子 兵庫 岡本　優理 大阪 仲矢　充代 兵庫 長谷川　由美 兵庫

37 個人組手　中学１年生　男子　の部 永井　悠右 京都 岩井　颯太 京都 中村　颯汰 京都 田中　琥汰郎 大阪

38 個人組手　中学２年生　男子　の部 平野　翔梧 大阪 堂上　颯汰 大阪 掛水　佑真 大阪 米村　優翔 京都

39 個人組手　中学３年生　男子　の部 南　颯太 兵庫 西村　愛琉 大阪 岡井　渉 兵庫 帖佐　夏樹 兵庫

40 個人組手　中学１年生　女子　の部 竹綱　万葉 大阪 河合　楓香 京都 村山　鈴音　 大阪 関井　初夏 大阪

41 個人組手　中学２年生　女子　の部 池田　愛音 大阪 上釜　芽久 大阪 的場　美空 京都 宇野 衣愛 兵庫

42 個人組手　中学３年生　女子　の部 西川　彩愛 大阪 今富　花怜 兵庫

43 個人組手　高校生　男子　の部 平野　琢己 大阪 米村　宗久 京都 幸田　凛星 京都 北地 裕也 和歌山

44 個人組手　高校生　女子　の部 山下　愛佳 大阪 松岡　加弥乃 大阪 植松　恵未 京都 池田　瑚遥 大阪

45 個人組手　一般　男子　の部 土谷　將太 奈良 川嶋　仁人 大阪 三多那　イゴル 滋賀 原　　裕太 兵庫

46 個人組手　一般　女子　の部 中埜　夕希 兵庫 山中 萌 兵庫

47 個人組手　シニア　男子　の部 田邊　貴弘 兵庫 山田　五代治 京都 奥田　　豪 兵庫 石田　新吾 奈良 山根　太治 大阪 松井　　健 兵庫 高木　　浩 兵庫 山田　斉 兵庫

48 個人組手　シニア　女子　の部 今富　希 兵庫 木村　由可也 滋賀

57 団体形　中学生　の部 神戸中央 兵庫 伏見A 京都 稲美松濤館 兵庫

59 団体形　一般　の部 交野青山 大阪 茨田 大阪

60 団体形　シニア　の部 交野青山 大阪 西宮支部B 兵庫

61 団体組手　中学生　男子　の部 大東支部 大阪 南大阪 大阪

62 団体組手　中学生　女子　の部 諸口 大阪 南大阪 大阪

64 団体組手　一般　男子　の部 栗東支部 滋賀

65 団体組手　一般　女子　の部 兵県大A 兵庫
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