
種目

小学生男子一年の部 勝嶋　亮太 京都 蟹江　陽斗 京都 小川　誠人 和歌山 藤尾　智義 大阪 関口　凱斗 大阪 御堂　凱斗 大阪 大野　耀士 京都 倉﨑　豪 京都

小学生男子二年の部 西園　啓矢 京都 山下　隆之介 京都 滝口　翔太 京都 福田　瑛 京都 溝口　凜 大阪 藤田　諒造 和歌山 安孫子　颯太 大阪 本多　汰地 大阪

小学生男子三年の部 井戸　俐斗 和歌山 吉田　伊吹 京都 中川　歩武 京都 小西　雄晴 京都 原田　彪冴 大阪 小西　雄大 京都 桐井　榮悟 和歌山 松田　颯真 大阪

小学生男子四年の部 一柳　瑛太朗 京都 村田　誠敏 京都 西岡　優希也 京都 北﨑　逞真 和歌山 吉田　将真 和歌山 岩井　斗希 京都 濵田　隼 奈良 蔭山　大輝 大阪

小学生男子五年の部 若林　俐青 京都 百々　春稀 和歌山 八田　真之介 京都 林　晃太朗 京都 伊東　拓馬 和歌山 藤原　久徳 和歌山 八田　航太郎 京都 桐井　緋呂 和歌山

小学生男子六年の部 奥村　宗司 京都 田井　滉泰 京都 麦谷　亮英 京都 山邉　颯太 大阪 染谷　旺介 大阪 松浦　伊吹 大阪 清水　宗哉 京都 新東　珀空 和歌山

小学生女子一年の部 林　千紘 京都 森下　真希 京都 山中　彩未 京都 安藤　ひまり 和歌山 染谷　柚香 大阪 山口　紗由 和歌山 池永　伊織 京都

小学生女子二年の部 村田　幸菜 京都 藤本　侑子 京都 西岡　朱梨 京都 森口　耀 大阪 北村　祭 大阪 上芝　莉緒 和歌山 金丸　空禾 大阪 藤原　理佳子 和歌山

小学生女子三年の部 小林　永和 京都 谷　　倖羽 和歌山 麦谷　杏莉 京都 東風平　梨沙 大阪 戸田　結月 京都 藤本　愛夢 和歌山 山口　華朱 京都 江畑　真央 大阪

小学生女子四年の部 奥村　和叶 京都 金丸　葵咲樹 大阪 山本　里美 京都 森　陽菜 京都 平元　心花 京都 長嶋　珠央 和歌山 土岐　理沙子 大阪 抜水　天音 大阪

小学生女子五年の部 長井　愛 京都 宮島　瑚都乃 京都 六津井　智子 大阪 安藤　一華 和歌山 荻野　爽花 京都 小川　愛菜 和歌山 中西　亜沙美 和歌山 影山　梨香 京都

小学生女子六年の部 供川　陽葵 京都 林　新葉 京都 宇根田　季 京都 西村　菫 大阪 平井　桜莉 兵庫 中松　あいり 和歌山 吉野　華穂 大阪 田中　夏萌 和歌山

中学生男子一年の部 長井　悠 京都 小町　祥生 京都 岩田　慧 京都 宮本　悠月 和歌山 植原　蓮翔 大阪 豊田　凪音 京都 桐井　悠智 和歌山 荒木　孝光 大阪

中学生男子二年の部 松村　颯天 京都 若林　寛斗 京都 麦谷　悠成 京都 藤本　英太 奈良 山口　輝龍 京都 池上　和樹 大阪 小川　侑大 和歌山 山脇　優輝 大阪

中学生男子三年の部 山下　泰生 京都 篠田　陽希 京都

中学生女子一年の部 長嶋　真央 和歌山 鴨井　鈴葉 京都 米倉　千雛 京都 赤井　美宇 和歌山 廣谷　美羽 京都 矢部　花純 奈良 木野本　海遥 京都 池田　歩乃 大阪

中学生女子二年の部 松宮　千夏海 大阪 奥　　菜々美 和歌山 嶋田　晴 京都 狩谷　咲良 和歌山 竹下　歩実 奈良 吉阪　いるみ 京都 山本　夏子 京都

中学生女子三年の部 野々村　光華 京都 鴨井　詩葉 京都 宇根田　直 京都 濱田　季 奈良 光田　彩乃 大阪

少年男子の部 木村　拳太 和歌山 青松　真輝 奈良 正木　雄大 京都

少年女子の部 音野　麗月 大阪 片川　優実 京都 宇根田　歩 京都

一般男子の部 森田　貴文 奈良 森田　博尚 奈良 田中　透也 京都

一般女子の部 片岡　理子 京都 桐井　みほ 和歌山 引田　伊吹 大阪

50歳以上男子の部 村田　尚史 京都 清水　孝博 京都 岩　英進 大阪

40歳以上女子の部 小椋　登望恵 京都 平川　孝美 兵庫 蜂谷　祐う子 大阪

※グレーセルは表彰予定なし。空欄は該当者なし。
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小学生男子一年の部 山下　大雅 京都 田中　駿 和歌山 竹中　良輔 京都 勝嶋　亮太 京都 黒川　詩流 京都 向井　亮太 奈良 小川　誠人 和歌山 御堂　凱斗 大阪

小学生男子二年の部 角田　英一朗 京都 安孫子　颯太 大阪 滝口　翔太 京都 北本　翔之介 大阪 松下　侑磨 和歌山 中西　　碧 和歌山 池端　凰 京都 宮脇　慧伍 大阪

小学生男子三年の部 山根　汰雅 和歌山 山本　憲佑 奈良 川副　善心 大阪 田中　睦己 和歌山 佐藤　颯流 兵庫 岡　玖音 京都 桐井　榮悟 和歌山 森　　玲惟 和歌山

小学生男子四年の部 山崎　未翔 京都 一柳　瑛太朗 京都 岩井　斗希 京都 山中　大志 京都 髙橋　希怜 和歌山 蔭山　大輝 大阪 藤本　望来斗 和歌山 山口　來真 和歌山

小学生男子五年の部 若林　俐青 京都 平木　智大 和歌山 吉阪　一晴 京都 三宅　悠喜 京都 山口　佑久 京都 伊東　拓馬 和歌山 桐井　緋呂 和歌山 江﨑　奏太 和歌山

小学生男子六年の部 小林　浬 京都 清水　宗哉 京都 麦谷　亮英 京都 濵村　朋輝 京都 染谷　旺介 大阪 坂本　雄飛 和歌山 山口　和起 和歌山 山根 隆司朗 和歌山

小学生女子一年の部 山中　彩未 京都 上田　萌桜 奈良 林　千紘 京都 浅井　萌羽 京都 山口　紗由 和歌山 染谷　柚香 大阪 安藤　ひまり 和歌山 間宮　葵 京都

小学生女子二年の部 三宅　絢香 京都 髙原　日和 京都 平井　絢葉 京都 金丸　空禾 大阪 上芝　莉緒 和歌山 塩野　眞子 大阪 森口　耀 大阪 四之宮　芽莉 京都

小学生女子三年の部 松岡　菜月美 奈良 黒川　芽生 奈良 山﨑　瑞月 京都 宮本　心楽 和歌山 藤本　愛夢 和歌山 東風平　梨沙 大阪 大西　凛 大阪 中武　夏音 京都

小学生女子四年の部 長嶋　珠央 和歌山 嶋田　暖 京都 森　陽菜 京都 抜水　天音 大阪 土岐　理沙子 大阪 松本　そら 和歌山 北野　歌乃 京都 金丸　葵咲樹 大阪

小学生女子五年の部 松下 真心 和歌山 安藤　一華 和歌山 上坂　楓 京都 中村　夢乃 京都 後藤　宥菜 京都 荻野　爽花 京都 浦平　莉佳 和歌山 小池　二心 和歌山

小学生女子六年の部 供川　陽葵 京都 田中　夏萌 和歌山 田中　惺夏 和歌山 大坂　春乃 和歌山 山口　夢琉 京都 池内　風蝶花 大阪 宇根田　季 京都 馬場　蒼 京都

中学生男子一年の部 植原　蓮翔 大阪 岩田　慧 京都 豊田　凪音 京都 木田　朝陽 京都 中西　　蒼 和歌山 久保　颯真 和歌山 藤田　悠造 和歌山 森田　岳士 大阪

中学生男子二年の部 大賀　滉世 京都 若林　寛斗 京都 山崎　光翔 京都 中嶌　珠絡 京都 小川　侑大 和歌山 林　廉太郎 大阪 松山　聖也 大阪 松下　 煌汰 和歌山

中学生男子三年の部 山川　竜空 京都 平森　大翔 京都 森本　羽琉 奈良 酒井　一 京都 坂本　一慎 和歌山 妙中  亮太 和歌山 乾　星雅 奈良

中学生女子一年の部 長嶋　真央 和歌山 松下　玲音凪 和歌山 上羽　柚夕 京都 松岡　美月姫 奈良 池田　歩乃 大阪 浦平　桃佳 和歌山 今北　くるみ 奈良 木野本　海遥 京都

中学生女子二年の部 嶋田　晴 京都 松宮　千夏海 大阪 吉阪　いるみ 京都 瀬戸口　遥菜 京都 竹下　歩実 奈良 合田　結咲 大阪 小林　杏那 兵庫

中学生女子三年の部 野々村　光華 京都 篠田　陽里 京都 光田　彩乃 大阪

少年男子の部 福田　晋 和歌山 玉井 敦貴 和歌山 沼田　歩葵 京都 川上　要 京都

少年女子の部 福井　あいみ 和歌山 山田　優花 和歌山 今村　桃花 京都 竹中　祐輝菜 大阪

一般男子の部 井本　匠 和歌山 吉田　真澄 京都 久保　竜哉 大阪 林　智亮 京都

一般女子の部 森田　安海 大阪 引田　伊吹 大阪

団体戦　小学生の部 空翠会京都 京都 京都Ａ 京都 拳武館　上富田支部 和歌山 誠志館京田辺Ｂ 京都

団体戦　中学生の部 大志館Ｂ 京都 京都Ａ 京都 大志館Ａ 京都 空翠会京都Ａ 京都

団体戦　一般男子の部 拳武館 和歌山大学C 和歌山 極心館 京都

※グレーセルは表彰予定なし。空欄は該当者なし。
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