
 
 
 
 

新極真会滋賀県空手道錬成大会 
 

 

トーナメント表 
 

 

 

 

トーナメント表は、 

対戦者の番号が小さい人が「赤」、大きい人が「白」 

（本部席から見て赤・白の順になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和４年７月１０日(日) 滋賀県立武道館 

 

 

 



〈大会スケジュール〉 

■7/9(土) 17:30〜 前日準備 

■7/10(日) 8:30 スタッフ集合（ミーティング） 

・第 1グループ(型競技) 

9:00〜9:30 受付 

10:00 試合開始 

団体型 

※団体型終了後、型競技開始 

幼年の部 小学 1年の部 小学 2年初級の部 小学 2年上級の部 小学 3年初級の部 小学 3年上級の部      

中・高生の部 一般 36歳以上の部 

・第 2グループ(型競技) 

10:00〜10:30 受付 

11:00 試合開始 

小学 4年初級の部 小学 4年上級の部 小学 5年中級の部 小学 5年上級の部 小学 6年中級の部 小学 6年上級の部 

・第 3グループ(組手競技) 

11:00〜11:30 受付 

12:00 試合開始 

中学女子 2・3年の部 中学男子１年軽量級 中学男子１年重量級 中学男子 2・3年軽量級 中学男子 2・3年重量級

一般男子重量級 シニア男子軽量級 シニア男子 55歳以下重量級 シニア男子 56歳以上重量級          

シニア男子グランプリクラス(シニア男子の統一クラス) 

・第 4グループ(組手競技) 

12:30〜13:00 受付 

13:30 試合開始 

幼年の部 小学 1年初級の部 小学 1年上級の部 小学 2年初級の部 小学 2年上級の部 

・第 5グループ(組手競技) 

13:30〜14:00 受付 

14:30 試合開始 

小学 3年初級軽量級 小学 3年初級重量級 小学 3年上級軽量級 小学 3年上級重量級              

小学 4年女子の部 小学 5年女子の部 小学 6年女子の部 小学 4年初級軽量級 小学 4年初級重量級 

 



・第 6グループ(組手競技) 

14:30〜15:00 受付 

15:30 試合開始 

小学 4年上級軽量級 小学 4年上級重量級 小学 5年中級軽量級 小学 5年中級重量級 小学 5年上級軽量級    

小学 5年上級重量級 小学 6年中級軽量級 小学 6年中級重量級 小学 6年上級軽量級 小学 6年上級重量級 

■16:30 試合終了 

■17:00 撤収 

 

 

グループ Aコート Bコート Cコート Dコート 

型競技 

 

①  

 

幼年の部 

小学１年の部 

団体型 

小学２年初級の部 

小学２年上級の部 

 

小学３年初級の部 

小学３年上級の部 

 

中・高生の部 

一般３６歳以上の部 

②  
小学４年初級の部 

小学６年中級の部 

小学４年上級の部 小学５年中級の部 小学５年上級の部 

小学６年上級の部 

組手競技 

③  

中学男子１年軽量級 

中学男子１年重量級 

シニア男子５５歳以下重量級 

シニア男子５６歳以上重量級 

シニア男子グランプリクラス 

一般男子重量級 

シニア男子軽量級 

中学女子 2・3年の部 

中学男子 2・3年軽量級 

中学男子 2・3年重量級 

昼休憩（３０分） 

④  
幼年の部 小学１年初級の部 

小学１年上級の部 

小学２年初級の部 小学２年上級の部 

⑤  

小学３年初級軽量級 

小学３年上級軽量級 

小学３年初級重量級 

小学３年上級重量級 

小学４年女子の部 

小学６年女子の部 

小学５年女子の部 

小学４年初級軽量級 

小学４年初級重量級 

⑥  

小学４年上級軽量級 

小学４年上級重量級 

小学６年中級軽量級 

小学５年中級軽量級 

小学６年中級重量級 

小学５年上級軽量級 

小学５年上級重量級 

小学６年上級重量級 

小学５年中級重量級 

小学６年上級軽量級 

 

 

 

 

 



■１０：００ 試合開始（９：５５スタンバイ） 

・本部席付近で審判ミーティング（判定は主審同時上げ、他） 

・審判ミーティング終了後、試合開始 

 

・団体型は赤のチームから 1チームずつ行い、チームキャプテンが型の始まりと終わりのコールを行ってください。 

（型の種類は、「太極その１～太極その３」と、「平安その１～平安その５」の中から自由選択となります。） 

※団体型終了後、型競技を開始します。 

・型の試合は一人ずつ行います。その際選手は主審に型の種類を伝え、主審の「始め！」で始まり「なおれ」で直りま

す。 

・型の種類は、「太極その１～太極その３」と、「平安その１～平安その５」の中から自由選択となります。（ただし、小

学３年生以下は平安その３まで） 

 

※型の試合が終わり、第３グループからは組手の試合に入ります。 

 

【試合時間】 

・中学生の部 

本戦１分３０秒→延長１分３０秒→体重判定(４Kg)→最終延長１分 

・一般の部 

 本戦１分３０秒→延長１分３０秒→体重判定(５Kg)→最終延長１分 

・シニアの部 

 本戦１分→延長１分→体重判定(５Kg)→最終延長１分 

・幼年の部 

本戦１分→延長１分→体重判定(２Kg)→最終延長１分 

・小学生の部 

本戦１分３０秒→延長１分→体重判定(３Kg)→最終延長１分 

 

※第３グループの試合が終わり、第４グループの試合開始まではお昼の休憩になります。 

 

■お昼の休憩 

 

お昼の休憩後、第４グループから試合を再開します。 

 

■１６：３０．終了予定 

 

 

 



◆シニア男子グランプリクラスのご案内◆ 

 

今大会ではシニア男子グランプリクラスを開催いたします。 

シニア男子グランプリクラスは、シニア男子の各クラスの出場選手を１つのクラスにまと

めて開催するシニア男子の統一クラスになります。 

シニア男子グランプリクラスはあらかじめトーナメント表を作成していません。 

大会当日の選手受付のときに選手の意向を伺い希望者から参加を募り、公正にトーナメン

トを作成し、試合するものです。 

シニア男子の各クラスに出場する選手の皆様は、大会当日のシニア男子グランプリクラス

の出場をご検討ください。 

 

 

 

【プロテクター類の着用義務規定】 

 

・ヘッドガードは主催者で用意しません。新極真会公認のヘッドガード（全て面あり）を各

自でご自身のものをご準備ください。 

※一般の部のヘッドガードは不要ですが、そのほかのクラスでは全て必要となります。 

・その他のサポーター類は各自でご用意ください。 

・サポーターは白の布製のものとし、極端に薄いものや黒色のもの、グローブや革製のもの

は使用不可です。（女子選手が着用する Tシャツも白のものを着用してください。） 

・男子選手の Tシャツの着用は特別な事情のある場合以外は認めておりません。 

・男女ともに、道着ズボンの中に下着以外のパンツ類は着用できません。 

・帯止め、マウスピースの着用は任意です。 

・女子選手が使用するチェストガードとアンダーガードは新極真会の指定するものか公認

のものを使用してください。 

※小学生女子高学年の着用は任意（小学生以下の女子の胸部サポーターも任意）です。 

・中学生以下の選手は足のサポーター、膝のサポーター、拳サポーター、ファールカップを

着用してください。 

 ただし、小学２年生以下の膝のサポーターの着用は任意です。 

・一般、シニアのクラスでは、拳サポーターの着用は不要です。 

 足のサポーター、膝のサポーター、ファールカップを着用してください。 

・中学生以上の選手は、ファールカップ・チェストガード・アンダーガードは道着の内に着

用してください。 

・テーピングの使用は原則認めません。 

 ※テーピングを使用する場合は必ず大会ドクターの許可を得ること。 



■出場クラスの統合ならびに不成立について． 

この度、大会規定に基づき一部のクラスで統合と不成立がございましたのでご報告いたします。 

該当の方々には大変不本意かと存じますが、何卒ご了承ください。 

〈統合〉 

・一般男子中級重量級と一般男子上級重量級は申込書資料を基に検討しましたところ統合可能と判

断いたしまして、一般男子重量級となりました。 

・シニア男子 44歳以下中級軽量級とシニア男子 44歳以下上級軽量級とシニア男子 55歳以下軽量

級は申込書資料を基に検討しましたところ統合可能と判断いたしまして、シニア男子軽量級となりまし

た。 

〈不成立〉 

・中学女子 1年の部は誠に申し訳ございませんが統合は難しいと判断しまして止むを得ず不成立とな

りました。 

誠に恐縮ですが申込書と出場料はお返しすることになりますので、お手数ではございますがよろしくお

願いいたします。 

尚、大会には出場できませんでしたが後日大会記念品をお送りしてお詫びいたします。 

〈主催者判断による変更案内〉 

今大会は主催者判断による変更があり得ることを事前にご案内しております。 

その案内に従い、変更点が生じましたのでご案内いたします。 

・型競技小学 2年の部におきまして、出場者が多数にのぼりましたので、初級(橙帯まで)の部と上級

(青帯以上)の部に分けて実施することといたしました。 

従いまして型競技小学 2年の部は「小学 2年初級の部」「小学 2年上級の部」となります。 

報告は以上となります。 

皆様ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

 



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

Ａ１１ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ５ ３位

３位

Ａ１

Ａ９

Ａ２

Ａ６

Ａ１２

A7

Ａ３

Ａ１０

Ａ４

Ａ８

12 岩崎　百花 イワサキ　モモカ 大阪東部

11 喜　諒真 キ　リョウマ 大阪北摂

10 谷川　大晴 タニガワ　タイセイ 滋賀中央

9 曽野　日真梨 ソノ　ヒマリ 滋賀中央

8 小滝　翔太郎 コタキ　ショウタロウ 滋賀中央

7 矢田谷　汰里 ヤタガイ　タイリ 大阪東部

6 中田　翼 ナカタ　ツバサ 三重中央

5 松川　縁乃介 マツカワ　エンノスケ 滋賀中央

4 小杉　芽久 コスギ　メグ 滋賀中央

2 杉山　瑛信 スギヤマ　エイシン 岐阜

3 小林　純大 コバヤシ　アツト 滋賀中央

2 山田　望仁 ヤマダ　ノリト 兵庫中央

型　小学1年の部

1 八木　庵慈 ヤギ　アンジ 滋賀中央

グループ①　Ａコート

型　幼年の部

1 佐藤　市惺 サトウ　イッセイ 三重北



No. 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ１ ３位

３位

Ｂ５ 敢闘賞

努力賞

Ｂ２

Ｂ７

Ｂ３

Ｂ６

Ｂ４

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ１０  

Ｂ８  

Ｂ２３  

Ｂ９  

Ｂ１１  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｂ１７ ３位

Ｂ１２ 

Ｂ２１ 

Ｂ１３ 

Ｂ１８ 

Ｂ２４ 

Ｂ１４ 

Ｂ１９ 

Ｂ１５ 

Ｂ２２ 

Ｂ１６ 

Ｂ２０ 

13 安﨑　日彩 アンザキ　ヒイロ 兵庫中央

11 児玉　翼 コダマ　ツバサ 滋賀中央

12 今冨　有紀乃 イマトミ　ユキノ 大阪なにわ城北

9 大沢　佳子 オオサワ　カコ 大阪なにわ城北

10 辻　彩音 ツジ　アヤネ 滋賀中央

7 石津　仁菜 イシヅ　ニナ 滋賀中央

8 吉村　流希也 ヨシムラ　ルキヤ 大阪東部

5 満嶋　真咲 ミツシマ　マサキ 滋賀中央

6 石井　琉貴 イシイ　リュウキ 滋賀中央

3 尾﨑　龍祐 オザキ　リュウスケ 三重中央

4 矢田谷　実里 ヤタガイ　ミノリ 大阪東部

2 烏尼如モンド ウニル　モンド 滋賀中央

1 四宮　矢馬人 シノミヤ　ヤマト 兵庫中央

型　小学2年上級の部

6 村松　雅玖 ムラマツ　ガク 滋賀中央

5 中川　要 ナカガワ　カナメ 滋賀中央

4 木原　僚太郎 キハラ　リョウタロウ 大阪東部

2 西川　慎太朗 ニシカワ　シンタロウ 兵庫中央

3 中松　大和 ナカマツ　ヤマト 滋賀中央

1 桑野　陽大 クワノ　ヒナタ 滋賀中央

型　小学2年初級の部

6 滋賀中央Ｃ 竹内　崚祐
タケウチ　リョウスケ

千田ニマルシャ
センダ

烏尼如モンド
ウニル

7 兵庫中央 梅本　龍希
ウメモト　リュウキ

澤木　航太
サワキ　コウタ

5 大阪なにわ城北Ａ 大沢　佳子
オオサワ　カコ

樋野　瑞季
ヒノ　ミズキ

今冨　有紀乃
イマトミ　ユキノ

8 滋賀中央Ｂ 正垣　遼真
ショウガキ　リョウマ

長谷川　礎
ハセガワ　キズキ

福田　碧翔
フクダ　アオト

山下　愛祐菜
ヤマシタ　アユナ

3 大阪東部 矢田谷　十浬
ヤタガイ　トオリ

矢田谷　実里
ヤタガイ ミノリ

矢田谷　汰里
ヤタガイ　タイリ

4 滋賀中央Ｄ 合澤　桜虎
アイザワ　ハルト

千足　碧斗
チアシ　アオト

居嶋　京吾
イジマ　ケイゴ

グループ①　Bコート

2 滋賀中央Ａ 岡村　星那
オカムラ　セナ

山村　右京
ヤマムラ　ウキョウ

小野　颯大
オノ　ハヤト

団体型
氏名

1 大阪なにわ城北Ｂ 前田　麗亜
マエダ　ウルア

瀬戸口　幸大
セトグチ　コウタ

加世田　恵夢
カセダ　メグム



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｃ５ ３位

Ｃ１

Ｃ１０

Ｃ２

Ｃ６

Ｃ１４

Ｃ７

Ｃ３

Ｃ１１

Ｃ４

Ｃ８

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ１２  

Ｃ１５  

Ｃ９  

Ｃ１３  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ１ ３位

３位

Ｄ５ 

Ｄ２ 

Ｄ８ 

Ｄ３ 

Ｄ６ 

Ｄ４ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

Ｄ９ 

Ｄ７ 

3 竹内　優有 タケウチ　ユウ 滋賀中央

型　一般３６歳以上の部

1 金田　芳朋 カネダ　ヨシトモ 東京城南川崎

馬澤　旺祐 ハザワ　オウスケ 滋賀中央

三重中央

2 大野　信之 オオノ　ノブユキ 兵庫中央

7 長谷川　璃來 ハセガワ　リラ 愛知中央

8 中田　響 ナカタ　ヒビキ

3 中岡　虹空 ナカオカ　ニコ 大阪東部

4 原川　仁貴 ハラカワ　ヨシキ 滋賀中央

5 山田　隼斗 ヤマダ　ハヤト 福井中央

6

グループ①　Ｄコート

型　中・高生の部

1 松井　勇磨 マツイ　ユウマ 愛知中央

2 水井　柾人 ミズイ　マサト 滋賀中央

4 竹内　崚祐 タケウチ　リョウスケ 滋賀中央

5 山下　颯太朗 ヤマシタ　ソウタロウ 愛知中央

3 川端　皇成 カワバタ　コウセイ 兵庫中央

型　小学3年上級の部

1 千田ニマルシャ センダ　ニマルシャ 滋賀中央

古賀　心結 コガ　ミユウ 滋賀中央

愛知中央

2 古橋　龍生 フルハシ　タツキ 奈良

11 丸山　大尊 マルヤマ　タイソン 滋賀中央

12 石井　瑛翔 イシイ　エイト

7 梅村　銀志 ウメムラ　ギンジ 滋賀中央

8 草野　あおい クサノ　アオイ 滋賀中央

9 宮脇　莉空 ミヤワキ　リク 兵庫中央

10

5 渡邊　瑠衣 ワタナベ　ルイ 滋賀中央

6 佐久間　元輝 サクマ　ゲンキ 大阪東部

3 平林　由愛 ヒラバヤシ　ユア 滋賀中央

4 喜　唯愛 キ　イチカ 大阪北摂

グループ①　Ｃコート

型　小学3年初級の部

1 満江　有飛 ミツエ　ユウヒ 兵庫中央

2 堀元　新太 ホリモト　アラタ 滋賀中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ１４ ３位

３位

Ａ２２−１ 

Ａ１５ 

Ａ２５ 

Ａ１６ 

Ａ２２−２ 

Ａ１７ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ１８ ３位

３位

Ａ２３ 

Ａ１９ 

Ａ２６ 

Ａ２０ 

Ａ２４ 

Ａ１３ 

Ａ２１ 

9 奥村　和善 オクムラ　ワタル 滋賀中央

8 杉森　颯真 スギモリ　ソウマ 奈良

7 出口　翔優 デグチ　トウマ 福井中央

6 山下　愛祐菜 ヤマシタ　アユナ 兵庫中央

5 中川　陸 ナカガワ　リク 滋賀中央

3 髙内　海来 タカウチ　カイル 大阪東部

4 山口　真拓 ヤマグチ　マヒロ 滋賀中央

型　小学6年中級の部

7 三村　綺良 ミムラ　キイ 奈良

1 中岡　空星 ナカオカ　コト 大阪東部

2 長谷川　礎 ハセガワ　キズキ 滋賀中央

6 北川　沖奈 キタガワ　チュナ 滋賀中央

5 馬場　壮真 ババ　ソウマ 滋賀中央

4 城谷　嘉杜 シロタニ　ヨシト 大阪東部

3 松原　蓮 マツバラ　レン 滋賀中央

2 中西　大我 ナカニシ　タイガ 岐阜

グループ②　Ａコート

型　小学4年初級の部

1 西島　優 ニシジマ　ユウ 滋賀中央

1 小井　良太 イサライ　リョウタ 三重北



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ２５  ３位

３位

Ｂ３３  

Ｂ２６  

Ｂ３７  

Ｂ２７  

Ｂ３４  

Ｂ２８  

Ｂ３９  

Ｂ２９  

Ｂ３５  

Ｂ３０  

Ｂ３８  

Ｂ３１  

Ｂ３６  

Ｂ３２  

16 石津　一晟 イシヅ　イッセイ 滋賀中央

15 神谷　修介 カミヤ　シュウスケ 愛知中央

14 中島　粋 ナカシマ　イキ 滋賀中央

13 森　蓮花 モリ　レンカ 滋賀中央

12 前田　麗亜 マエダ　ウルア 大阪なにわ城北

11 寺島　千惺 テラシマ　チセイ 滋賀中央

10 大槻　亮雅 オオツキ　リョウガ 京都南

9 岸江　藍沙 キシエ　アイサ 三重中央

8 奥村　里梨 オクムラ　リリ 滋賀中央

7 今冨　孝太朗 イマトミ　コウタロウ 大阪なにわ城北

6 石川　義騎 イシカワ　ヨシキ 大阪東部

5 石井　愛留 イシイ　アイル 滋賀中央

4 寺島　偉吹 テラシマ　イブキ 滋賀中央

3 野田　龍輝 ノダ　タツキ 三重中央

2 小野　佑陽 オノ　ユウヒ 滋賀中央

グループ②　Ｂコート

型　小学4年上級の部

1 岩崎　莉玖 イワサキ　リク 大阪東部



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ１６ ３位

３位

Ｃ２４

Ｃ１７

Ｃ２８

Ｃ１８

Ｃ２５

Ｃ１９

Ｃ３０

Ｃ２０

Ｃ２６

Ｃ２１

Ｃ２９

Ｃ２２

Ｃ２７

Ｃ２３
16 髙田　瑠花 タカダ　ルカ 滋賀中央

17 佐藤　優青 サトウ　ユウセイ 三重北

14 松本　翔太郎 マツモト　ショウタロウ 滋賀中央

13 山上　恭平 ヤマガミ　キョウヘイ 大阪東部

12 古賀　匠真 コガ　ショウマ 滋賀中央

11 國井　咲来 クニイ　サラ 滋賀中央

10 泉　聡太 イズミ　ソウタ 滋賀中央

9 矢田谷　十浬 ヤタガイ　トオリ 大阪東部

8 渡邊　登亜 ワタナベ　トウア 滋賀中央

7 陌間　紗良 ハザマ　サラ 滋賀中央

6 石川　陽菜乃 イシカワ　ヒナノ 滋賀中央

5 津田　紗希 ツダ　サキ 滋賀中央

4 大下　奏愛 オオシタ　ソア 滋賀中央

3 吉野　絢音 ヨシノ　アヤネ 滋賀中央

2 廣政　奏翔 ヒロマサ　カナト 大阪東部

グループ②　Ｃコート

型　小学5年中級の部

1 川端　莉緒 カワバタ　リオ 兵庫中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ１０ ３位

３位

Ｄ２１ 

Ｄ１１ 

Ｄ２５ 

Ｄ１２ 

Ｄ２２ 

Ｄ１３ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｄ１７ ３位

Ｄ１４

Ｄ２３

Ｄ１５

Ｄ１８

Ｄ２６

Ｄ１９

Ｄ１５

Ｄ２４

Ｄ１６

Ｄ２０
11 中嶋　慶 ナカジマ　ケイ 滋賀中央

12 正垣　遼真 ショウガキ　リョウマ 滋賀中央

10 若原　奨馬 ワカハラ　ショウマ 岐阜

8 西川　虎太朗 ニシカワ　コタロウ 兵庫中央

9 平林　玲央 ヒラバヤシ　レオ 滋賀中央

6 梅本　龍希 ウメモト　リュウキ 兵庫中央

7 髙田　健太朗 タカダ　ケンタロウ 滋賀中央

4 梅川　竜徳 ウメカワ　リュウト 大阪東部

5 岡村　星那 オカムラ　セナ 滋賀中央

3 小池　日悠 コイケ　ヒュウ 大阪西

型　小学6年上級の部

1 瀬戸口　幸大 セトグチ　コウタ 大阪なにわ城北

山田　皐 ヤマダ　サツキ 愛知中央

大阪東部

2 田中　雅樹 タナカ　マサキ 滋賀中央

7 澤木　航太 サワキ　コウタ 兵庫中央

8 足立　煌月 アダチ　コウガ

3 加世田　恵夢 カセダ　メグム 大阪なにわ城北

4 三浦　絃正 ミウラ　ゲンセイ 兵庫中央

5 小野　颯大 オノ　ハヤト 滋賀中央

6

グループ②　Ｄコート

型　小学5年上級の部

1 城者　大智 ジョウシャ　ダイチ 三重中央

2 小川　史織 オガワ　シオリ 滋賀中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ２７ ３位

３位

Ａ３５ 

Ａ２８ 

Ａ３９ 

Ａ２９ 

Ａ３６ 

Ａ３０ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ３１ ３位

３位

Ａ３７ 

Ａ３２ 

Ａ４０ 

Ａ３３ 

Ａ３８ 

Ａ３４ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ４１  

Ｂ４４  

Ｂ４０  

Ｂ４２  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

Ｂ４３ 
1 伊藤　文隆 イトウ　フミタカ 滋賀中央

2 石浦　秀人 イシウラ　ヒデト 京都南

5 和泉田　真司 イズミダ　シンジ 大阪なにわ城北

組手　シニア男子56歳以上重量級

2 大野　信之 オオノ　ノブユキ 兵庫中央

3 西岡　幹人 ニシオカ　ミキト 福井中央

4 國廣　真人 クニヒロ　マコト 滋賀中央

大阪北

6 山田　隼斗 ヤマダ　ハヤト 福井中央

7 茂山　大宝 シゲヤマ　ヒロタカ 大阪東部

グループ③　Ｂコート

組手　シニア男子55歳以下重量級

1 井口　陽一郎 イグチ　ヨウイチロウ

8 石黒　晴葵 イシグロ　ハルキ 愛知中央

4 河村　新太 カワムラ　シンタ 大阪東部

5 藤田　慧 フジタ　サトル 大阪なにわ城北

2 宮本　拓翔 ミヤモト　タクト 愛知中央

3 谷澤　藍翔 タニサワ　アイト 大阪北

1 石塚　勇人 イシヅカ　ハヤト 滋賀中央

組手　中学男子１年重量級の部

6 水井　柾人 ミズイ　マサト 滋賀中央

7 森川　冬彩 モリカワ　トア 大阪東部

5 政岡　達輝 マサオカ　タツキ 大阪なにわ城北

8 藏本　清史郎 クラモト　キヨシロウ 愛知中央

3 居嶋　将吾 イジマ　ショウゴ 滋賀中央

4 三﨑　陽太 ミサキ　ヨウタ 京都南

グループ③　Aコート

2 前田　幹太朗 マエダ　カンタロウ 愛知中央

組手　中学男子１年軽量級の部

1 久吉　琢登 ヒサヨシ　タクト 大阪東部



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

Ｃ３４ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ３２  

Ｃ３５  

Ｃ３１  

Ｃ３３  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

D３０ 

Ｄ３６ 

Ｄ３１ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ３２  

D２７  

Ｄ３７  

D２８  

Ｄ３３  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ３４  

Ｄ３８  

D２９  

Ｄ３５  

5 岡田　全史 オカダ　タケシ 愛知中央

3 茂山　寿宝 シゲヤマ　ヨシタカ 大阪東部

4 小島　羚愛 コジマ　レア 滋賀中央

福井中央

6 田中　琉樹 タナカ　リュウキ 愛知中央

2 西村　快生 ニシムラ　カイセイ 滋賀中央

2 原川　仁貴 ハラカワ　ヨシキ 滋賀中央

組手　中学男子2・3年重量級

1 小森　光 コモリ　ライト 岐阜

3 政岡　強輝 マサオカ　ゴウキ 大阪なにわ城北

4 千足　奏斗 チアシ　カナト 滋賀中央

5 加藤　翔英 カトウ　ショウエイ

中岡　虹空 ナカオカ　ニコ 大阪東部

森田　佳蓮 モリタ　カレン 大阪なにわ城北

1 居嶋　大吾 イジマ　ダイゴ 滋賀中央

4 中田　響 ナカタ　ヒビキ 三重中央

組手　中学男子２・３年軽量級の部

2 大野　亜結 オオノ　アユ 兵庫中央

3

3 若林　幸浩 ワカバヤシ　コウジ 滋賀中央

4 森本　拓 モリモト　タク 大阪なにわ城北

5 久野　泰典 クノ　ヤスノリ 愛知中央

グループ③　Ｄコート

組手　中学女子２・３年の部

1

1 髙口　信也 コウグチ　シンヤ 愛知中央

2 細川　尊史 ホソカワ　タカフミ 愛知中央

組手　シニア男子軽量級

組手　一般男子重量級

1 森田　智哉 モリタ　トモヤ 大阪なにわ城北

グループ③　Ｃコート

2 釘宮　大誌 クギミヤ　タイシ 岐阜



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ４１  ３位

３位

Ａ４９  

Ａ４２  

Ａ５３  

Ａ４３  

Ａ５０  

Ａ４４  

Ａ５５  

Ａ４５  

Ａ５１  

Ａ４６  

Ａ５４  

Ａ４７  

Ａ５２  

Ａ４８  

16 岩崎　百花 イワサキ　モモカ 大阪東部

15 大林　幸 オオバヤシ　サチ 滋賀中央

14 児玉　楓真 コダマ　フウマ 滋賀中央

13 佐藤　市惺 サトウ　イッセイ 三重北

12 山田　流星 ヤマダ　リュア 滋賀中央

11 田中　甚 タナカ　ジン 大阪東部

10 松野　愛咲 マツノ　アイラ 愛知中央

9 河村　剛弦 カワムラ　ゴウゲン 滋賀中央

8 中田　翼 ナカタ　ツバサ 三重中央

7 田邊　大智 タナベ　ダイチ 滋賀中央

6 駒　泰志 コマ　タイシ 滋賀中央

5 長谷川　栞織 ハセガワ　シオリ 愛知中央

4 町田　悠樹 マチダ　ユウキ 滋賀中央

3 曽野　日真梨 ソノ　ヒマリ 滋賀中央

2 中沢　悠成 ナカザワ　ユウセイ 大阪東部

グループ④　Ａコート

組手　幼年の部

1 杉山　ゆいき スギヤマ　ユイキ 愛知中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

3位　

Ｂ４８  3位　

Ｂ６１  

Ｂ４５ 

Ｂ４９  

Ｂ６５  

Ｂ５０  

Ｂ４６ 

Ｂ６２  

Ｂ４７ 

Ｂ５１  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｂ５７ ３位

Ｂ５２ 

Ｂ６３ 

Ｂ５３ 

Ｂ５８ 

Ｂ６６ 

Ｂ５４ 

Ｂ５９ 

Ｂ５５ 

Ｂ６４ 

Ｂ５６ 

Ｂ６０ 

10 小滝　翔太郎 コタキ　ショウタロウ 滋賀中央

13 喜　諒真 キ　リョウマ 大阪北摂

11 石橋　龍征 イシバシ　リュウセイ 滋賀中央

12 西島　樹 ニシジマ　イツキ 滋賀中央

8 図師　天馬 ズシ　テンマ 滋賀中央

9 矢田谷　汰里 ヤタガイ　タイリ 大阪東部

6 品川　航佑 シナガワ　コウスケ 滋賀中央

7 仲野　瑛音 ナカノ　エイト 滋賀中央

4 谷川　大晴 タニガワ　タイセイ 滋賀中央

5 中村　仁香 ナカムラ　ニカ 大阪なにわ城北

2 小林　純大 コバヤシ　アツト 滋賀中央

3 杉山　瑛信 スギヤマ　エイシン 岐阜

11 石津　仁菜 イシヅ　ニナ 滋賀中央

1 嶋田　花音 シマダ　カノン 滋賀中央

9 樋野　瑞季 ヒノ　ミズキ 大阪なにわ城北

10 辻　彩音 ツジ　アヤネ 滋賀中央

7 八木　庵慈 ヤギ　アンジ 滋賀中央

8 中越　美玲 ナカゴシ　ミレイ 愛知中央

矢田谷　実里 ヤタガイ　ミノリ 大阪東部

6 安﨑　日彩 アンザキ　ヒイロ 兵庫中央

グループ④　Ｂコート

組手　小学1年初級の部

2 佐藤　結仁 サトウ　ユイト 愛知中央

4 満嶋　真咲 ミツシマ　マサキ 滋賀中央

組手　小学１年上級の部

1 住岡　花梨 スミオカ　カリン 大阪東部

5 中野　創一 ナカノ　ソウイチ 滋賀中央

3



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｃ４５ ３位

Ｃ３６ 

Ｃ５３ 

Ｃ３７ 

Ｃ４６ 

Ｃ５８ 

Ｃ４７ 

Ｃ３８ 

Ｃ５４ 

Ｃ３９ 

Ｃ４８ 

Ｃ６０ 

Ｃ４９ 

Ｃ４０ 

Ｃ５５ 

Ｃ４１ 

Ｃ５０ 

Ｃ５９ 

Ｃ４２ 

Ｃ５１ 

Ｃ４３ 

Ｃ５６ 

Ｃ４４ 

Ｃ５２ 
24 児玉　颯馬 コダマ　ソウマ 滋賀中央

25 増田　愛里寿 マスダ　アリス 岐阜

23 東郷　大翔 トウゴウ　ヒロト 大阪北

21 山中　一詩 ヤマナカ　イッシ 大阪北摂

22 小林　千歳 コバヤシ　チトセ 滋賀中央

19 木原　僚太郎 キハラ　リョウタロウ 大阪東部

20 中松　大和 ナカマツ　ヤマト 滋賀中央

17 阪本　聡太郎 サカモト　ソウタロウ 大阪北

18 村松　雅玖 ムラマツ　ガク 滋賀中央

15 渡邊　瑠衣 ワタナベ　ルイ 滋賀中央

16 森川　裕我 モリカワ　ユウア 大阪東部

13 西川　慎太朗 ニシカワ　シンタロウ 兵庫中央

14 喜　唯愛 キ　イチカ 大阪北摂

11 東浦　桜太郎 ヒガシウラ　サクタロウ 大阪東部

12 森　善弥 モリ　ゼンヤ 岐阜

9 岩佐　龍汰 イワサ　リュウタ 福井中央

10 中嶋　成志 ナカジマ　ジョウジ 滋賀中央

7 三井　りさ ミツイ　リサ 愛知中央

8 桑野　陽大 クワノ　ヒナタ 滋賀中央

5 中川　要 ナカガワ　カナメ 滋賀中央

6 大久保　晴陽 オオクボ　ハルヒ 岐阜

3 中嶋　暖人 ナカジマ　ハルト 大阪東部

4 草野　あおい クサノ　アオイ 滋賀中央

グループ④　Ｃコート

2 畔　彩翔 クロ　アヤト 滋賀中央

組手　小学２年初級の部

1 亀山　旦陽 カメヤマ　アサヒ 岐阜



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ４２ ３位

３位

Ｄ５０ 

Ｄ４３ 

Ｄ５４ 

Ｄ４４ 

Ｄ５１ 

Ｄ３９ 

Ｄ４５ 

Ｄ５６ 

Ｄ４６ 

Ｄ５２ 

Ｄ４０ 

Ｄ４７ 

Ｄ５５ 

Ｄ４８ 

Ｄ５３ 

Ｄ４１ 

Ｄ４９ 

19 四宮　矢馬人 シノミヤ　ヤマト 兵庫中央

18 平林　由愛 ヒラバヤシ　ユア 滋賀中央

17 古賀　心結 コガ　ミユウ 滋賀中央

16 髙田　蓮介 タカダ　レンスケ 滋賀中央

15 田中　染 タナカ　ゼン 大阪東部

14 杉原　慧士 スギハラ　ケイシ 滋賀中央

13 吉村　流希也 ヨシムラ　ルキヤ 大阪東部

12 蔭山　孝太郎 カゲヤマ　コウタロウ 滋賀中央

11 喜多村　陽太 キタムラ　ハルタ 三重中央

10 宮川　和大 ミヤガワ　カズト 愛知中央

9 石井　琉貴 イシイ　リュウキ 滋賀中央

8 向井　歩 ムカイ　アユム 兵庫中央

7 児玉　翼 コダマ　ツバサ 滋賀中央

6 烏尼如モンド ウニル　モンド 滋賀中央

5 中島　滉太 ナカシマ　コウタ 大阪東部

4 尾﨑　龍祐 オザキ　リュウスケ 三重中央

3 松野　こと マツノ　コト 滋賀中央

2 新井　捷弘 アライ　カツヒロ 愛知中央

グループ④　Ｄコート

組手　小学2年上級の部

1 中村　琉雅 ナカムラ　リュウガ 岐阜



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ａ６１ ３位

Ａ５６ 

Ａ６９ 

Ａ５７ 

Ａ６２ 

Ａ７２ 

Ａ５８ 

Ａ６２ 

Ａ５９ 

Ａ７０ 

Ａ６０ 

Ａ６４ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ６７  

Ａ６５  

Ａ７１  

Ａ６６  

Ａ６８  

6 白倉　碧人 シラクラ　アオト 愛知中央

5 古橋　龍生 フルハシ　タツキ 奈良

4 竹内　崚祐 タケウチ　リョウスケ 滋賀中央

3 吉田　結喜 ヨシダ　ユウキ 愛知中央

2 千田ニマルシャ センダ　ニマルシャ 滋賀中央

組手　小学3年上級軽量級

1 山下　颯太朗 ヤマシタ　ソウタロウ 愛知中央

13 浅居　翔己 アサイ　トキ 滋賀中央

12 木原　湧暉斗 キハラ　ユキト 兵庫中央

11 近藤　留以斗 コンドウ　ルイト 三重北

10 黒金　豪軌 クロガネ　ゴウキ 京都南

9 阪東　琉乃介 バンドウ　リュウノスケ 滋賀中央

8 佐久間　元輝 サクマ　ゲンキ 大阪東部

7 田中　祐雅 タナカ　ユウガ 岐阜

6 大林　司 オオバヤシ　ツカサ 滋賀中央

5 宮脇　莉空 ミヤワキ　リク 兵庫中央

4 村井　維人 ムライ　ユイト 滋賀中央

3 石井　瑛翔 イシイ　エイト 愛知中央

2 山口　惺矢 ヤマグチ　セイヤ 滋賀中央

グループ⑤　Ａコート

組手　小学3年初級軽量級

1 満江　有飛 ミツエ　ユウヒ 兵庫中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｂ７４  ３位

Ｂ６７  

Ｂ８０  

Ｂ６８  

Ｂ７５  

Ｂ６９  

Ｂ８４  

Ｂ７０  

Ｂ７６  

Ｂ７１  

Ｂ８１  

Ｂ７２  

Ｂ７７  

Ｂ７３ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ８２  

Ｂ７８  

Ｂ８５  

Ｂ７９  

Ｂ８３  
5 大木　大悟 オオキ　ダイゴ 大阪東部

6 勝谷　奏海 カツヤ　カナタ 愛知中央

3 三浦　泰智 ミウラ　タイチ 大阪東部

4 鈴木　悠琉 スズキ　ハル 愛知中央

2 川端　皇成 カワバタ　コウセイ 兵庫中央

15 長谷川　旺志朗 ハセガワ　オウシロウ 滋賀中央

組手　小学3年上級重量級

中嶋　勇斗 ナカジマ　ユウト 滋賀中央

大阪東部

1 勝谷　遥斗 カツヤ　ハルト 愛知中央

13 山田　優也 ヤマダ　ユウヤ 滋賀中央

14 石田　諒 イシダ　リョウ

9 小島　来毅 コジマ　ライキ 滋賀中央

10 藤原　環汰 フジワラ　カンタ 大阪西

11 丸山　大尊 マルヤマ　タイソン 滋賀中央

12

7 堀元　新太 ホリモト　アラタ 滋賀中央

8 金森　秀樹 カナモリ　ヒデキ 大阪東部

5 住村　優勲 スミムラ　ユウイ 大阪東部

6 磯部　快斗 イソベ　カイト 滋賀中央

3 久野　真起人 クノ　マキト 滋賀中央

4 中嶋　瞳真 ナカジマ　トウマ 滋賀中央

グループ⑤　Ｂコート

組手　小学3年初級重量級

1 中野　洸希 ナカノ　コウキ 京都南

2 竹川　詩朗 タケガワ　シロウ 奈良



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｃ６７ ３位

Ｃ６１

Ｃ７８

Ｃ６２

Ｃ６８

Ｃ６３

Ｃ８１

Ｃ６４

Ｃ６９

Ｃ６５

Ｃ７８

Ｃ６６

Ｃ７０

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ７４  3位　

3位　

Ｃ７９  

Ｃ７１ 

Ｃ７５  

Ｃ８２  

Ｃ７６  

Ｃ７２ 

Ｃ８０  

Ｃ７３ 

Ｃ７７  
10 中岡　空星 ナカオカ　コト 大阪東部

11 古橋　咲愛 フルハシ　サクラ 奈良

8 馬澤　蒼奈 ハザワ　ソナ 滋賀中央

9 杉原　美南 スギハラ　ミナミ 滋賀中央

6 阿部　心生 アベ　ミオ 奈良

7 大野　富結 オオノ　フユ 兵庫中央

4 草場　結心 クサバ　ユウ 滋賀中央

5 福田　優衣那 フクダ　ユイナ 愛知中央

3 田宮　花音 タミヤ　カノン 岐阜

組手　小学6年女子の部

1 岡田　真弓禾 オカダ　マユカ 愛知中央

森川　莉夢 モリカワ　リノン 大阪東部

三重中央

2 住岡　叶菜 スミオカ　カンナ 大阪東部

13 奥村　里梨 オクムラ　リリ 滋賀中央

14 岸江　藍沙 キシエ　アイサ

9 谷　優生 タニ　ユイ 大阪東部

10 南　ひすい ミナミ　ヒスイ 滋賀中央

11 原川　華利那 ハラカワ　カリナ 滋賀中央

12

7 草場　望心 クサバ　ミウ 滋賀中央

8 杉原　杏南 スギハラ　アンナ 滋賀中央

5 石井　愛留 イシイ　アイル 滋賀中央

6 河村　侑叔 カワムラ　ユズ 滋賀中央

3 森　蓮花 モリ　レンカ 滋賀中央

4 谷澤　華音 タニサワ　カノン 大阪北

グループ⑤　Ｃコート

組手　小学4年女子の部

1 前田　麗亜 マエダ　ウルア 大阪なにわ城北

2 亀山　陽向 カメヤマ　ヒナタ 岐阜



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ５８ ３位

３位

Ｄ６９ 

Ｄ５９ 

Ｄ７５ 

Ｄ６０ 

Ｄ７０ 

Ｄ６１ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ６２ ３位

３位

Ｄ７１ 

Ｄ６３ 

Ｄ７６ 

Ｄ６４ 

Ｄ７２ 

Ｄ６５ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ６６ ３位

３位

Ｄ７３ 

Ｄ６７ 

Ｄ７７ 

Ｄ６８ 

Ｄ７４ 

Ｄ５７ 

Ｄ６９ 
8 萩原　太陽 ハギハラ　タイヨウ 滋賀中央

9 中越　一瑳 ナカゴシ　イッサ 愛知中央

7 吉田　蒼唯 ヨシダ　アオイ 大阪北摂

5 馬場　壮真 ババ　ソウマ 滋賀中央

6 関野　結心 セキノ　ユイト 大阪東部

3 中西　大我 ナカニシ　タイガ 岐阜

4 城谷　嘉杜 シロタニ　ヨシト 大阪東部

1 齋藤　陽太 サイトウ　ヒナタ 愛知中央

2 谷田　稟斗 タニダ　リント 大阪北

組手　小学4年初級重量級

5 林　義仁 ハヤシ　ヨシト 滋賀中央

6 向井　優志 ムカイ　ユウシ 滋賀中央

7 北川　雄大 キタガワ　ユウタ 滋賀中央

4 北川　沖奈 キタガワ　チュナ 滋賀中央

8 木原　礼葵 キハラ　ライキ 兵庫中央

8 鈴木　仁菜 スズキ　ニイナ 愛知中央

組手　小学4年初級軽量級

3 政岡　瑠輝 マサオカ　リュウキ 大阪なにわ城北

1 西島　優 ニシジマ　ユウ 滋賀中央

2 松原　蓮 マツバラ　レン 滋賀中央

グループ⑤　Ｄコート

組手　小学5年女子の部

1 原田　紗穂 ハラダ　サホ 愛知中央

3 大下　奏愛 オオシタ　ソア 滋賀中央

2 田村　結良 タムラ　ユラ 奈良

6 陌間　紗良 ハザマ　サラ 滋賀中央

7 小川　史織 オガワ　シオリ

4 川端　莉緒 カワバタ　リオ 兵庫中央

5 竹川　詩音 タケガワ　シオン 奈良

滋賀中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ７４ ３位

３位

Ａ８８ 

Ａ７５ 

Ａ９１ 

Ａ７６ 

Ａ８９ 

Ａ７３ 

Ａ７７ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ８４  

Ａ７８  

Ａ９２  

Ａ７９  

Ａ８５  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ａ８０ ３位

３位

Ａ８６ 

Ａ８１ 

Ａ９０ 

Ａ８２ 

Ａ８７ 

Ａ８３ 

8 山本　悠仁 ヤマモト　ユウジン 大阪東部

6 長谷川　礎 ハセガワ　キズキ 滋賀中央

7 中川　陸 ナカガワ　リク 滋賀中央

4 中本　武琉 ナカモト　タケル 奈良

5 出口　翔優 デグチ　トウマ 福井中央

2 髙内　海来 タカウチ　カイル 大阪東部

3 奥村　和善 オクムラ　ワタル 滋賀中央

1 山口　真拓 ヤマグチ　マヒロ 滋賀中央

組手　小学6年中級軽量級

4 前田　菊乃 マエダ　キクノ 愛知中央

5 中島　粋 ナカシマ　イキ 滋賀中央

3 小池　夏向 コイケ　カナタ 岐阜

6 野田　龍輝 ノダ　タツキ 三重中央

2 石津　一晟 イシヅ　イッセイ 滋賀中央

1 福田　遼太 フクダ　リョウタ 大阪東部

組手　小学4年上級重量級

9 岩崎　莉玖 イワサキ　リク 大阪東部

8 寺島　千惺 テラシマ　チセイ 滋賀中央

7 三村　綺良 ミムラ　キイ 奈良

5 大槻　亮雅 オオツキ　リョウガ 京都南

6 小野　佑陽 オノ　ユウヒ 滋賀中央

3 石川　義騎 イシカワ　ヨシキ 大阪東部

4 寺島　偉吹 テラシマ　イブキ 滋賀中央

グループ⑥　Ａコート

2 今冨　孝太朗 イマトミ　コウタロウ 大阪なにわ城北

組手　小学4年上級軽量級

1 神谷　修介 カミヤ　シュウスケ 愛知中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ８６  ３位

３位

Ｂ９４  

Ｂ８７  

Ｂ１０１  

Ｂ８８  

Ｂ９５  

Ｂ８９  

Ｂ１０５  

Ｂ９０  

Ｂ９６  

Ｂ９１  

Ｂ１０２  

Ｂ９２  

Ｂ９７  

Ｂ９３  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｂ１０３ 

Ｂ９８ 

Ｂ１０６ 

Ｂ９９ 

Ｂ１０４ 

Ｂ１００ 
6 辰巳　仁希 タツミ　ヒトキ 滋賀中央

7 杉森　颯真 スギモリ　ソウマ 奈良

4 河合　琉壱 カワ イ　ルイ 岐阜

5 久野　未那斗 クノ　ミナト 滋賀中央

2 浅野　蓮也 アサノ　レンヤ 奈良

3 向井　愛輝 ムカイ　アイキ 滋賀中央

16 浅居　聖梛 アサイ　セナ 滋賀中央

組手　小学6年中級重量級

15 佐藤　優青 サトウ　ユウセイ 三重北

1 田渕　桜太 タブチ　ヨウタ 滋賀中央

13 福田　畝 フクダ　ウネ 滋賀中央

14 廣政　奏翔 ヒロマサ　カナト 大阪東部

11 黒金　夢軌 クロガネ　イブキ 京都南

12 田宮　咲太朗 タミヤ　サクタロウ 岐阜

9 村本　悠真 ムラモト　ユウマ 大阪東部

10 三宅　裕大 ミヤケ　ヒロト 大阪北

7 松本　翔太郎 マツモト　ショウタロウ 滋賀中央

8 森　一翔 モリ　イチト 岐阜

5 矢田谷　十浬 ヤタガイ　トオリ 大阪東部

6 山田　輝星 ヤマダ　キラ 滋賀中央

3 茂山　将宝 シゲヤマ　マサタカ 大阪東部

4 近持　凛太朗 チカモチ　リンタロウ 三重北

グループ⑥　Ｂコート

2 古賀　匠真 コガ　ショウマ 滋賀中央

組手　小学5年中級軽量級

1 竹本　新大 タケモト　アラタ 岐阜



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ８５ ３位

３位

Ｃ９４ 

Ｃ８６ 

Ｃ９９ 

Ｃ８７ 

Ｃ９５ 

Ｃ８３ 

Ｃ８８ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ９５  

Ｃ１００  

Ｃ８９  

Ｃ９６  

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｃ９０ ３位

３位

Ｃ９７ 

Ｃ９１ 

Ｃ１０１ 

Ｃ９２ 

Ｃ９８ 

Ｃ８４ 

Ｃ９３ 
8 金森　蒼 カナモリ　ソラ 大阪東部

9 宮腰　彪雅 ミヤコシ　ヒュウガ 愛知中央

4 石橋　煌基 イシバシ　コウキ 滋賀中央

7 平林　玲央 ヒラバヤシ　レオ 滋賀中央

5 住村　彪起 スミムラ　タケキ 大阪東部

6 田中　雅樹 タナカ　マサキ 滋賀中央

2 中村　旭希 ナカムラ　アサキ 大阪なにわ城北

3 梅川　竜徳 ウメカワ　リュウト 大阪東部

中島　琉叶 ナカジマ　ルイト 滋賀中央

1 西川　虎太朗 ニシカワ　コタロウ 兵庫中央

兵庫中央

5 山田　皐 ヤマダ　サツキ 愛知中央

組手　小学6年上級重量級

1 小森　柊獅 コモリ　トウシ 岐阜

2 植田　駿斗 ウエダ　ハヤト 大阪なにわ城北

3 前田　翔亜 マエダ　トア 大阪なにわ城北

4

9 居嶋　京吾 イジマ　ケイゴ 滋賀中央

組手　小学5年上級重級

5 杉本　悠樹 スギモト　ユウキ 兵庫中央

6 城者　大智 ジョウシャ　ダイチ 三重中央

7 加世田　恵夢 カセダ　メグム 大阪なにわ城北

8 澤木　航太 サワキ　コウタ

3 足立　煌月 アダチ　コウガ 大阪東部

4 合澤　桜虎 アイザワ　ハルト 滋賀中央

グループ⑥　Ｃコート

組手　小学５年上級軽量級

1 三浦　絃正 ミウラ　ゲンセイ 兵庫中央

2 小野　颯大 オノ　ハヤト 滋賀中央



No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

３位

Ｄ８３ ３位

Ｄ９０ 

Ｄ７８ 

Ｄ８３ 

Ｄ９４ 

Ｄ８４ 

Ｄ９１ 

Ｄ７９ 

Ｄ８５ 

No. 氏名 フリガナ 支部道場名 優勝

準優勝

Ｄ８６ ３位

３位

Ｄ８０

Ｄ９２

Ｄ８１

Ｄ８７

Ｄ９５

Ｄ８８

Ｄ８２

Ｄ９３

Ｄ８２

Ｄ８９

12 浦畑　陽人 ウラハタ　ハルト 京都南

10 小池　日悠 コイケ　ヒュウ 大阪西

11 山村　右京 ヤマムラ　ウキョウ 滋賀中央

8 梅本　龍希 ウメモト　リュウキ 兵庫中央

9 岡村　星那 オカムラ　セナ 滋賀中央

6 若原　奨馬 ワカハラ　ショウマ 岐阜

7 瀬戸口　幸大 セトグチ　コウタ 大阪なにわ城北

4 福田　碧翔 フクダ　アオト 滋賀中央

5 千足　碧斗 チアシ　アオト 滋賀中央

2 小田　湊介 オダ　ソウスケ 大阪なにわ城北

3 髙田　健太朗 タカダ　ケンタロウ 滋賀中央

1 野中　興聖 ノナカ　コウセイ 愛知中央

組手　小学6年上級軽量級

8 渡邊　登亜 ワタナベ　トウア 滋賀中央

9 今村　颯佑 イマムラ　ソウスケ 滋賀中央

7 中上　春幸 ナカガミ　ハルユキ 滋賀中央

10 𠮷藤　大成 ヨシフジ　タイセイ 奈良

5 河合　琉樹 カワイ　ルキ 岐阜

6 市川　葵 イチカワ　アオイ 滋賀中央

3 岩佐　琥太 イワサ　コウタ 福井中央

4 泉　聡太 イズミ　ソウタ 滋賀中央

グループ⑥　Ｄコート

2 真田　航汰 サナダ　コウタ 滋賀中央

組手　小学5年中級重量級

1 山上　恭平 ヤマガミ　キョウヘイ 大阪東部



 

【注意事項】 
 
●選手および選手関係者は、係員の指示に従ってください。 
●武道場内履物厳禁（上履き・スリッパ不可） 
●観覧席・ロビー以外での飲食禁止。場内へのおもちゃ類の持ち込みもお断りします。 
 また、施設内は法律により禁煙となっておりますので、お煙草はお吸いになれません。 
●館内に設置されております電源（コンセント）の無断使用は厳禁となっております。 
 くれぐれもご使用にならないよう、ご注意願います。 
●路上駐車や駐車禁止の場所・指定場所以外での駐車は、トラブルや通報・苦情などの原因

にもなりますので、迷惑駐車は絶対におやめください。 
●選手のウォーミングアップは場内でお願いします。 
●各自、貴重品とお荷物および下足の管理には十分ご注意ください。 
●場内安全上により、三脚を立てたままでのビデオ撮影は禁止します。 
●試合場周辺では携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードに設定してください。 
●選手が呼び出しに応じない場合は失格とします。ご注意ください。 
 なお、選手本人の確認のため、道着もしくは帯には必ず名前を入れておいてください。 
●試合の進行上、本部席側での観戦はご遠慮ください。 
●子ども達は、非常警報機や武道館備え付けの備品に手を触れて遊んだり、廊下・階段・エ

レベーターや危険な場所で遊んだり、会場内を走り回ったりゴミを投げ捨てたりしない

でください。 
●大会終了後の忘れ物につきましては破棄処分と致しますのでご注意ください。 
 また、ゴミは各自でお持ち帰りください。 
 
※出場選手の肖像権は主催者に帰属します。出場選手の映像や画像（氏名や住所の一部など

も含む）は、主催者が発行する広告・出版物・カタログ・ホームページなどに使用するこ

とがあります。また、各種メディアが取材する場合があり、映像や画像が放映・掲載され

る場合があることをご了承ください。 
 
 

大会マナー・会場使用マナー向上に努めましょう！ 

 
 


