
道　　場　　名 選手氏名 クラス 取得大会

穴見吉紀 中級クラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会

金子瑠依 中級クラス　小学５年女子 1/14第10回龍士會交流大会

井上舜矢 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

井上聖矢 リアルクラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

小屋茉遼 中上級　小学5年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

河内琉汰郎 中上級　小学5年男子35kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

秋山道場 加藤瑞葵 小学3年生女子クラス〈上級〉※繰上 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

斎藤歩斗 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

池田瑠星 小学3年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

山本一心 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

三木侑月 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

斎藤新 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

富岡葉琉 小学5年女子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

畑山旺輝 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

三木斡希 小学４年男子(３０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

額田竜輝 小学５年男子(３５㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

島垣陸 中学１年男子(４５㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

一円会館 柳壮琉 選抜　小学3年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

上野彩心 小１女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

上野凛心 小３女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

藤原心侍朗 中上級クラス　小学1年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

河合風花 中上級クラス　小学2年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

酒井穂果 中上級クラス　小学4年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

藤原心太朗 中上級クラス　小学4年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

神谷永麗奈 中上級クラス　小学5年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

松本琉空 中上級クラス　小学5年男子の部 軽量級※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

采女征太郎 中上級クラス　小学5年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

椴木麻理奈 中上級クラス　小学6年女子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

上野龍斗 中上級クラス　中学1年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

奥田康介 選抜　小学6年男子40kg未満の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

静田凛 選抜　中学1年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

酒井美空 小２女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

増本愛桜 選抜　中学1年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

魚本流 柳恭生 小５男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中岸愛琉斗 幼年混合の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

田中逸超 中上級クラス　小学6年男子の部 軽量級※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

NPO法人武尊塾 中倉碧空翔 選抜　小学6年男子40kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

FKC栃木 岡本愛 小学3年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

戸川夕渚 小学6年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

松本常 小学1年男子の部※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

小岩井咲空 小学3年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

五十嵐陸 小学4年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

河合琉月 選抜　幼年男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

河合利亜斗 選抜　小3男子※繰上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

細谷成 小学3年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

塩田清続 小学4年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

三城良依 小学5年男子の部(35kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

塩田元弥 小学6年男子の部(40kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

本多虎太郎 中上級　小学2年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

細野愁人 中上級　小学5年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

池側竣翔 上級クラス　小５男子　３５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

堀井陽 選抜　小学1年男子の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

岡村道場総本部 石原春駆 初中級クラス　中学男子　５０以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

奥野漣 小３男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

勝琢磨 小６男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

奥野諒 初級　小学1年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

奥野舜 選抜　中学1年男子45kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

小西晴葵 幼年少・中 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

藤田心和 小２女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

大浪瑞葵 小５女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

川口真美 小６女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

岡村道場　姫路本部

岡村道場神戸東本部

岡﨑道場

大場道場

大上會

桜琳塾

内田塾新大阪支部

今西道場

一拳会

芦原会館

秋岡塾



前田流玖 中学男子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

小西結葵 中上級クラス　小学2年女子の部※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

山下怜 中上級クラス　小学5年男子の部 重量級※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

髙橋圭 中上級クラス　小学6年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

小椋穂貴 中上級クラス　中学1年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

山下涼 中上級クラス　中学1年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

米村俊哉 初級　小学6年男子40kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

林京香 選抜　小学4年女子30kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

荘所尚樹 選抜　小学5年男子35kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

三木将嗣 選抜　小学5年男子35kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

北野瑞 中上級　小学3年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

上ノ原空良 中上級　小学6年男子40kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

松下拓翔 中上級　中学2・3年男子50kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

我導會 末松広大 小学３年男子中級クラス※繰上 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

大倉悠雅 初級　小4男子30kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

野崎希星輝 初級　小3男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

金森道場 山田恋登 選抜　小学2年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

亀川道場 守屋樹 小１男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

江川果穂 選抜　小学2年女子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

江川知優 選抜　中学1年男子45kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

空手塾 林到吾 初級クラス　小学4年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

井上愛菜 初中級　小学6年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

井上陽乙菜 選抜　小学6年女子40kg未満の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

空手道峰武塾 倉内翔平 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

韓道場 坂東龍之介 小学6年男子の部(40kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

槇野壬美 幼年年中の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

岡野健昇 小学２年男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

金子海里 小学２年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

小山優 中学生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

西田宝花 初級　小学2年女子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

藤岡秀人 上級　小学6年男子の部（40kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

小山真歩 上級　小学3年女子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

伊藤怜香 小学6年女子（無差別） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

能谷嵐 中学１年男子(４５㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

藤井葉音 中上級クラス　小学4年女子の部※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

塩山樹梨彩 上級　小学6年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

塩山星璃碧 上級クラス　小３男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

極真会館　安斎道場 金丸萌 中学２・３年女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

赤井駿亮 幼年男女混合の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

田川美優 小学3年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

北道あゆ 小学5年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

野口慶次 小学2年男子の部※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

木村匠 小学3年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

小野一翔 幼年(年長)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

古田悠真 幼年(年長)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

筒井悠道 小学４年男子(３０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

野口由里愛 小学４年女子(３０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

安藤孝太郎 小学５年男子(３５㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

原田将栄 中上級クラス　中学1年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

澤田蔵之介 選抜　小学4年男子30kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

極真会館　田賀道場 鈴木秀飛 小学4年男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

北光希 上級　小学4年男子の部（30kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

北彩花 上級　中学1年女子の部（40kg以上）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

野添裕誠 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

鈴木麗空歩 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

土谷慈騎 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

畝凜空 小学1年男子(無差別)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

中田悠介 小学３男子(無差別)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

児島呼人 小学６年男子(４０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

森下大吾 中上級クラス　小学3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

森下大和 中上級クラス　中学1年男子の部 軽量級※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

坂田蓮 上級クラス　小４男子　３０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

極真会館中村道場尼崎支部

極真静岡山口道場

極真会館戸田道場

極真会館関西総本部

極真会館 井上道場

京空会

究成会

輝道会館

空手塾同志会和歌山

空手拳法力愛会

我導會瑞穂

格闘塾

岡村道場　姫路本部



戸室嵐 選抜　小学4年男子30kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

澁川敦紀 選抜　小学4年男子30kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

野澤晴希 選抜　中学1年男子45kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

垣内大芽 選抜　中学1年男子45kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

極真会館中村道場泉州河内 濱口来音 選抜　中学2・3年男子50kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

蔭薮琉壱 上級クラス　小６男子　４０キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

幸圓晏司 選抜　小学5年男子35kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

六嶋晴呂 選抜　小学5年男子35kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

森海翔 選抜　小学6年男子40kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

𠮷田花音 幼年少・中 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

𠮷田成勲 小３男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

阪本将麻 小３男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

松蔭秀 小６男子上級　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

鈴木棟家 中学男子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

藤井将太郎 上級クラス　小５男子　３５キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

洲嵜智保 上級クラス　中２・３男子　５５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

極真会館浜井派 田代賢晟 小学5年男子の部(35kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

大曽根愛斗 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

犬飼杏心 小学5年女子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

平原輝 小2女子の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

平原奏 小6女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

平原澪 中学女子重量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

末松大 初級　小5男子35kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

檮木海 選抜　小4男子30kg以上※繰上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

各務壮祐 小学４年男子(３０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

各務弘華 小学５年女子(３５㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

日比野蓮 中上級　小学3年男子30ｋｇ以上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

森口日向子 中学女子重量級（45㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

中村桜雅 初級　小6男子40kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

森口洸太 小学６年男子(４０㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

極真会館水口派総本部 赤木利優 小学４年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

児島凪咲 小学４年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

田中李奈 小学４年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

前田光姫 中学生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

浅野慶太郎 小学6年男子の部(40kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

三橋興成 小学3年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

萱野耀平 小学５年男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

萱野翔平 小学５年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

植野晃誠 上級　中学1年男子の部（50kg以上）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

磯崎漣 上級　中学1年男子の部（50kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

馬場勇人 幼年年少の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

長楽玲愛 幼年年中の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

西原豪 中学生男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

極真空手中山道場児島 佐藤愛那 小学４年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

極真空手西田道場 松原颯大 初級　小学6年男子の部（40kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

鎌田雅 選抜　小5女子35kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

上田彩葉 選抜　小5女子35kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

億田碧海 選抜　中学女子45kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

岡島桃愛 幼年年長の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

岡島舜斗 小学２年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

梅村心葵 小学２年男子上級の部※繰上 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

岸田庵 小学３年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

鹿島海成 小学３年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

鎌田大雅 小学６年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

松田琉聖 中上級クラス　小学3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

松本大河 選抜　小学4年男子30kg以上の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

小山恋 小学４年男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

至田結愛 小学５年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

渡辺亮太 中学生男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

極真館　山陰支部 岡村泰雅 初中級　小学3年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

極真館奈良南支部 大西来海 小学５年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

極真館広島県支部 長谷川大翔 中学生男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

極真館大阪南支部

極真館大阪北摂支部

極真館

極真空手中山道場宇多津

極真空手中山道場

極真空手長浜道場

極真会館渡邊道場

極真会館森上道場

極真会館浜井派木島道場

極真会館浜井派石川道場

極真会館中村道場　兵庫西

極真会館中村道場なにわ中央支部

極真会館中村道場尼崎支部



極真拳武會 中澤拓海 小学5年男子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

極真拳武会岩田道場 須鎗海羅 中学男子の部（55kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

極真拳武會本部　蒲田道場 滝澤優夏 中学１年女子(無差別)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

極真拳武會　さいたま中央支部 小金澤亮馬 小学５年男子(３５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

極真五常の会 伊藤美月 小学1年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

加木美咲 小学5年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

小林元輝 小学4年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

林心夢 小２女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

湯浅徹平 小６男子上級　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

村井希人 小２男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

上堀涼生 中上級クラス　小学6年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

松本琉壱 中上級クラス　小学6年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

竹本皐汰 中上級クラス　小学6年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

田中颯爽 上級　中学3年男子の部（60kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

松本萌花 初中級クラス　小１女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

藤沢花音 初中級クラス　小３女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

戸川果菜恵 初中級クラス　中学女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

河野由良 上級クラス　小４女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

松山葉南 上級クラス　小６女子　４０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

河野由輝 上級クラス　中２・３女子　４５キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

大塚琴巴 上級クラス　中２・３女子　４５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

山口舞 上級クラス　中２・３女子　４５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

田形仁千嘉 上級クラス　小５男子　３５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

井手陽翔 上級クラス　中２・３男子　５５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

吉田駿佑 初中級　小学4年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

野村帝成 初中級　中学男子軽量級の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

小濱心海 初中級　小学1年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

山田響花 選抜　小学5年女子35kg以上の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

空拳道忍会館深川道場 佐伯爽太 小学３年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

西海能仁 小学６年男子中級クラス※繰上 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

中町來未 小学女子６年中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

空神會 西村舞桜 中上級　小学4年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

吉田谷蘭 選抜　小1女子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

早川心和 選抜　小4女子30kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

空武會 水野心誠 選抜　小4男子30kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

KSS健生館 宮越吏叶 選抜　中学1年男子45kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

辻圭佑 リアルクラス　幼年年長男子 1/14第10回龍士會交流大会

梅崎友暉 リアルクラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会

長谷川廉人 中級クラス　小2男子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

辻英征 中上級　小学4年男子30kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

釘嶋瑛太郎 中上級　小学5年男子35kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

拳王会 勝瀬莉菜 幼年年長の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

田尾龍珠 小学１年生の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

横井鉄生 小学１年生の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

澤埜玲南 小２女子初級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

夏山李空 小２男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

平松空翔 小２男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

山内奏希 小学３年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

正木天晴 小学４年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

佐藤蓮 中上級クラス　小学2年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

永田蒼右介 中上級クラス　小学3年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

森本晴真 中上級クラス　小学4年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

中山瑛斗 中上級クラス　小学6年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

瀧樹杏 上級クラス　中１女子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

阿部優生 上級クラス　中１男子　５５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

難波希亜良 初級　小5男子35kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

西村礁城 初級　小学2年男女混合 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

長栄瑠菜 初級　小学3年女子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

葛本悠斗 初級　小学4年男子30kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

影山龍舞 初級　小学5年男子35kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

影山舞桜 初級　小学6年女子40kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

金澤恒志朗 選抜　幼年男子※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

拳実会

拳剛会館

拳栄会館

空身館

空柔館

空研塾西田道場

極真北海道

極真佐藤道場



谷口桔平 選抜　幼年男子※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

上口楓人 選抜　小学1年男子※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

成田陸翔 選抜　小学1年男子※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

井上仁翔 選抜　小学2年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

山内響 選抜　小学6年男子40kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

安部恭平 選抜　小学6年男子40kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

国信芹奈 小６女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

濵心優 初級クラス　小学2・3年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

濵煌我 初級クラス　小学1年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

藤井信之介 中上級クラス　中学2・3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

磯江甲 上級クラス　小４男子　３０キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

濱優花 選抜　小学5年女子35kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

島田妃夏 選抜　小学5年女子35kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

坂井彩夏 選抜　中学2・3年女子50kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

内田璃音 中学生男子クラス＜上級・55kg未満・45㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

顕正会館摂津 藤川勇和 初級　小学4年男子30kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

顕正会館寝屋川 奥野洸瑠 初級　小学3年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

小林優斗 初級　小1男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

原田正洋 初級　小4男子30kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

勝又香蓮 選抜　中学女子55kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

早川純平 選抜　中学男子55kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

拳真流 石田虎琉　 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

竹杉成央 初級　小学1年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

中島英斗 中上級　小学1年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

荒田陽向 中上級　小学3年男子30kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

平川陽基 中上級　中学1年男子45kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

拳星会 大利誠 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏以上＞※繰上 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

拳勢会 上江洲請羽 小学６年男子(４０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

拳聖会　渡邉道場 髙橋依都 小学２年女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

大前來虎 選抜　小学1年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

神矢力輝 選抜　小学2年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

拳聖塾 丸山瑞希 上級クラス　中１女子　４５キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

木下斗聖 幼年クラス〈上・中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

有正春輝 小学5年生男子クラス＜上級・35㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

松本陽詩 幼年年少の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

和久井勇真 小学６年男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

拳友会中山道場 秋山蓮 中学男子の部（55kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

中村圭吾 小学２年男子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

藤田彪真 小学２年男子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

吹上優天 小学３男子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

飯尾梨頭夢 中学１年男子(４５㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

光誠会 井上豪 幼年(年中)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

河野道場 黒川憶十 小学4年生男子クラス＜上級・30kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

斉藤湊 中級クラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会

本多絢美 リアルクラス　小学３年女子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

岩瀬光一 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

川北勝一 中級クラス　小1男子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

瓜生准紘 中級クラス　小3男子30kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

岩瀬剛 中級クラス　小6男子40kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

舌間諒人 中級クラス　中1男子45kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

内藤托麻 リアルクラス　小3男子30kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

島田想太 リアルクラス　小6男子40kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

松岡昇英 リアルクラス　中1男子45kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

本多康樹 リアルクラス　中1男子45kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

髙島博重 リアルクラス　中2・3男子50kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

髙島倖成 中上級　小学3年男子30kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

大谷晄大 中上級　小学5年男子35kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

江﨑星生 中上級　小学6年男子40kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

煌友会 金山桃音 小学4年生女子クラス〈中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

国際空手道志真會館 安食帆香 初中級　小学3年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

虎徹刻修会 春日井智章 初級　中学男子55kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

木下采音 上級クラス　小２女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

金剛カラテ川地道場

興武会館

光山会

拳武会館

兼清流　兼心会

拳正会館

圏彗會

拳勝会館

顕正会館

拳実会



田中清賀 上級クラス　小５女子　３５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

根木駿斗 上級クラス　小６男子　４０キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

木下斗吾 上級クラス　小６男子　４０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

曽和咲良 上級クラス　小１女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

曾和夢叶 選抜　小学3年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

山田悠喜 選抜　小学6年男子40kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

友野颯大 初級　小学3年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

友野秀哉 初級　小学6年男子の部（40kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

佐藤未宙 初級　小学3年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

岡井優馬 上級　小学1年男女の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

大村絆人 上級　小学4年男子の部（30kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

小村樹璃亜 上級　小学2年女子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

豊田乃愛 上級　小学6年女子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

坂本道場 石田晴也 小学５年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

松園凜 初級　小学4・5年女子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

松園一粋 中上級　小学1年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

齊藤源騎 幼年男女混合の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

齊藤夢乃 小学4年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

齊藤鳳人 小学5年男子の部(35kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

今村竜貴 上級クラス　中２・３男子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

清田崇光 初級　小学2年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

徳永弥々 中上級　小学6年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

下田武昇 中上級　小学5年男子35kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

樋口銀雅 小２男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

浅沼英汰 小３男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中山駿佑 初級　小学5年男子の部（35kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

樋口煌雅 上級　小学5年男子の部（35kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中山穂花 上級　中学2・3年女子の部（50kg以上）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

竹内流星 小学4年男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

竹内虎和 小学２年男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

忍会館　深川 大西永悟 小学3年生男子クラス〈上級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

廣藤櫂 上級クラス　中１男子　５５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

種村玲志 選抜　中学2・3年男子50kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

下野琥大朗 中級クラス　小学５年男子 1/14第10回龍士會交流大会

深野優奈 リアルクラス　小学５年女子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

鹿毛諒太 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

赤星智紀 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

木林撞弥 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

西依海音 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

鹿毛奏太 リアルクラス　小4男子30kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

沼田剛丸 リアルクラス　小6男子40kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

内久保瑠唯 小学４年生男子クラス＜上級・30㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

浦丈史 中学生男子クラス＜上級・55kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

砂川樹璃 中学女子の部（45kg以上） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

金岡陽大 中学男子の部（55kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

佐野鳳輝 中学男子の部（47kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

古谷優空 中学１年男子(４５㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

忠政威吹 中学２・３年男子(５５㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

井上希羽 中上級　中学女子※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武田秀虎 中上級　中学2・3年男子50ｋｇ未満※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

昇気館 池山昇次郎 上級クラス　小３男子※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

平野紀夏 初級クラス　小学4年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

鎌田幸花 中上級クラス　中学女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

昇気館向日支部 阪田龍 幼年混合の部※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

昇気館洛西支部 井上幸乃 中上級クラス　小学6年女子の部 重量級※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

足立航颯 幼年少・中 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

藤川萌 初級クラス　中学女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

山本萌乃 中上級クラス　小学3年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

足立航太郎 中上級クラス　小学3年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

中屋真緒 上級クラス　中１女子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

中尾壮汰 選抜　中学1年男子45kg未満の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

勝連塾 松島城弥 中学男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

翔聖館

昇心塾

昇気館本部

淑徳巣鴨

修慧会

修和会館

柔拳

自然拳法

実践会館

七生会

士衛塾

佐々木道場

魂心舘

金剛カラテ川地道場



山本雄一 小学４年生男子クラス＜上級・30㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

三好あいり 小学5年生女子クラス＜上・中級・35kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

阿部蘭夢月 小学5年生女子クラス＜上・中級・35kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

岸田悠波 小学6年生女子クラス＜上級・40kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小倉花恋 小学6年生女子クラス＜上級・40kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

松岡心桜 小学3年生クラス〈中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

堀本穂稀 小学３女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

髙﨑駿 小学４年男子(３０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

堀本祐惺 小学５年男子(３５㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

奥田蓮 初中級クラス　小５男子　３３キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

大田義道 上級クラス　中１男子　５５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

桒島百都 小学4年生女子クラス＜上級・30kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

八束聡一郎 小学5年生男子クラス＜上級・35㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

斎藤羽珀 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

久米怜太 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏以上＞※繰上 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

佐藤心梨優 小学6年生女子クラス＜上級・40kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

堤亮人 中学男子の部（40kg未満）※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

遠田竜司 中学男子の部（55kg以上）※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

松澤鈴乃 小学1年女子の部※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

長田文鷹 小学2年男子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

大西敦己 小学2年男子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

岩下尚親 小学3年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

福地徹 小学4年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

中島俊太 小学4年男子の部(30kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

岩下侑誠 小学5年男子の部(35kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

平田健志朗 小学5年男子の部(35kg未満)※繰上 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

石原遼斗 小学5年男子の部(35kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

仁井田右楽 小学6年男子の部(40kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

宮田龍之介 小学6年男子の部(40kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

小林翔真 小学6年男子の部(40kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

神先快莉 小学2年生クラス〈上・中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

猪山蓮 小学2年生クラス〈上・中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

谷川駿 小学3年生男子クラス〈上級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

四宮蒼太 小学3年生男子クラス〈上級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

大塚真生 小学3年生女子クラス〈上級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

北川龍生 小学5年生男子クラス＜上級・35㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

後藤星菜 小学5年生女子クラス＜上・中級・35kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

中野晴斗 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

立花琥珀 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

後藤優斗 中学生男子クラス＜上級・55kg未満・45㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

新極真会山口 野口釉月 リアルクラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会

京谷心萌 幼年少・中 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

玉垣麗 小１女子初級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中野結太 小学4年男子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

吉田凜太朗 中学男子の部（55kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

山﨑隆生 小学５年男子(３５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

福貴田煌生 初中級クラス　小４男子　３０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

福貴田泰生 選抜　小学2年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

真正会江坂 高木心瑛 選抜　小学5年男子35kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

國府縞鈴 中上級　中学1年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

緒方稜 中上級　小学6年男子40kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

岡部神風 小１男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

岡部こころ 小４女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

石沢龍 初級クラス　中学男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

田畑鷹悠 上級クラス　小４男子　３０キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

内貴紗良 選抜　中学2・3年女子50kg未満の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

本多結翔 小６男子上級　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

岡本大和 中上級クラス　小学2年男子の部※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

森口宅也 中上級クラス　小学4年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

伊藤瑠哉 選抜　小学6年男子40kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

真正会全真会館 伊東靖泰 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

真正会全真会館四日市 坂倉虎太郎 選抜　小学3年男子30kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

真正会　秀勇館

真正会　小西道場

真正会　筧道場

神州會

真士会

真拳塾

新極真会　北東あわじ

新極真会東京東

新極真会　西南

新極真会大阪北支部

実戦空手道　心温塾

如水会館



辻西由登 上級クラス　小４男子　３０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

田中堅太 上級クラス　小６男子　４０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

井上藍愛 初級　小2女子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

井上遥功 選抜　小5男子35kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

丸岡智哉 選抜　小学6年男子40kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

田水春樹 選抜　中学2・3年男子50kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

真正会全真会館高原道場 荻野玲大 中上級クラス　中学2・3年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

池田弥翔 幼年長 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中西凜 選抜　小学6年女子40kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

髙野優大 選抜　小学4年男子30kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

伊東晃玖 選抜　小学5年男子35kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

心道會 近藤麗愛 上級クラス　小２女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

新武会 岩滝紗寧 小学2年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

真武会 石川獅 小学3年生男子クラス〈上級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

岩見大河 小学５年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

佐藤謙真 小学1年生クラス〈上・中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

栗林淳也 小学6年生男子クラス＜上級・40㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

河埜紗奈 小学6年生女子クラス＜上級・40kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

岩見龍信 中学生男子クラス＜上級・55kg未満・45㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

河埜留奈 中学生女子クラス＜上・中級＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

桑原海斗 小学6年生男子クラス〈中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

中山心菜 小学6年生女子クラス〈中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

伊藤太智 中上級クラス　小学4年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

大島一輝 中上級クラス　中学1年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

岡本杏優 初中級クラス　小５女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

森彩嘉 初級　小学5年女子35kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

千原せり 初級　小学5年女子35kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

日髙まい 選抜　小学5年女子35kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

日髙司 選抜　中学2・3年男子50kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

森陸翔 選抜　中学2・3年男子50kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

神武館 永井樹 小学4年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

神尾拓磨 小学5年男子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

井出朝陽 小学５年女子(３５㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

西村晄太朗 小２男子初級　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

松本理暉 小４男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

榎木田力虎 小５男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

松本彬夢 選抜　中学1年男子45kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

一松仁 幼年長 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

濱永優人 小４男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

西村泰一 上級クラス　中１男子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

池野亜子 初級　小学6年女子40kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

北林滉樹 初級　中学2・3年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

河﨑海翔 選抜　小5男子35kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

佐野快更 小学５年男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

角颯人 選抜　小2男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

渡部絢斗 選抜　小2男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

小松佳苗 選抜　小4女子30kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

廣瀬寛太 選抜　中学男子45kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

日野旭 選抜　中学男子55kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

鳥山歌恋 小５女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

太田晴之空 初級クラス　小学2年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

垣内健 初級クラス　小学3年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

原口望 初級クラス　小学6年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

日下貴凱 初級クラス　小学6年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

竹並楓 選抜　小学6年男子40kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

松岡昇大 初級　中学1年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

原口大輝 選抜　小学2年男子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

牧野輝志 選抜　小学3年男子30kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

聖空会 小笠原日咲 上級　小学3年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

聖空会 高砂道場 伏野碧 幼年クラス〈上・中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

誠空会 上塚幸弥 小学６年男子中級クラス※繰上 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

森川颯世 上級クラス　中１男子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会
誠空会池田道場

正援塾

遂心塾

眞琉會

真盟会館泉佐野支部

真盟会館和泉支部

神武館野村道場

伸武館

神武會舘

真正会全真会館中部本部

真正会　武河道場

真正会全真会館阿倍野本部



森川祈 初級　小2男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

川村琉翔 初中級クラス　小６男子　４０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

新井煌騎 選抜　小学4年男子30kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

榮居明里 初級　小学4年女子 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

榮居大樹 初級　小学6年男子40kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

仲田琉尚 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

杉山煌太 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

吉澤杏織 小学4年女子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

山本心菜 小学4年女子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

仲田琉是 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

土屋颯河 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

平田倫都 幼年年長の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

田中優多 小3男子の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

田中圭 中学男子重量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

成川翔 中学男子重量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

土屋更紗 小5女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

田村弥侑 中学女子軽量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

遠藤來玲羽 小学4年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

尾澤映人 幼年(年中)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

加藤颯琉 小学２年男子(無差別)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

遠藤明日菜 小学２年女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

山村真美 小学６年女子(４０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

山本紗菜 中上級　小学1・2年女子※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

田村公聖 中上級　小学4年男子※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

生島大晴 上級クラス　幼年年長男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

村田こはる 上級クラス　小３女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

安田翔馬 上級クラス　小３男子※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

平尾實生 選抜　小学4年男子30kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

岡穂奈美 選抜　中学1年女子45kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

井之上颯汰 選抜　中学1年男子45kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

暁洸斗 選抜　中学2・3年男子50kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

木下龍星 中上級　小学6年男子40ｋｇ以上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

田島祥大 中上級　中学1年男子45ｋｇ未満 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

誠真会館秋津 長井琉冴 小学6年男子の部(40kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

洲本一登 中上級クラス　小学5年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

髙橋柚羽 上級クラス　小６女子　４０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

濱田悠斗 小学４年生男子クラス＜上級・30㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

元田大介 小学5年生クラス〈中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

植山まつり 小３女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

梅本真奈 中学女子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

正道会館青雲会 山本妃莉 選抜　小学4年女子30kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

森本祐貴 中学男子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

小倉昊 選抜　小学6年男子40kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

木下瑛人 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

岩田煌華 小学2年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

多和志清 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

大槻銀次 選抜　小6男子40kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

日髙由菜 小学３女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

服部吏愛姫 選抜　小3女子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

佐野衣梨珂 選抜　小4女子30kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

浅野央花 選抜　小6女子40kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

西川剛生 選抜　小6男子40kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

浅野朔摩 選抜　中学男子55kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

大浴元気 小３男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

大浴剣心 小５男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

岸琉生 小６男子上級　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

田中大夢 上級クラス　小５男子　３５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

辻林優一 上級クラス　小５男子　３５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

辻正真 上級クラス　小５男子　３５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

山浦大空 選抜　中学2・3年男子50kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

黒木寿希也 選抜　小学2年男子※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

岸本祐樹 選抜　小学4年男子30kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

正道会館高雄道場

正道会館善正和會

正道会館健明館

正道会館総本部

正道会館GSJ

正道会館

正心館

誠真会館

成心會

静空塾

誠空会日生

誠空会大阪道場

誠空会池田道場



西川颯志 選抜　小学4年男子30kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

下間陽向 選抜　小学5年女子35kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

飯田紗耶 選抜　中学1年女子45kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

前河凜花 選抜　中学2・3年女子50kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

山本雅空 小学５年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

宮地竜輝 中学生男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

門脇碧泉 上級　中学3年男子の部（60kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中川耕史郎 上級　中学1年男子の部（50kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

正道会館立志館 岡琉寿 選抜　小学6年男子40kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

向井洵 小６男子上級　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

丸井蒼空 選抜　小学5年男子35kg以上の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

岡山千理 選抜　小学6年男子40kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

聖武会館桜台支部 杉村さやか 小４女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

聖武会館西宮支部 水野透麻 上級クラス　小３男子※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

江藤悠仁 中級クラス　小学４年男子 1/14第10回龍士會交流大会

田中優瀬 中級クラス　小学３年女子 1/14第10回龍士會交流大会

道上駿平 中級クラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

山﨑渉瑛 中級クラス　小3男子30kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

牛草智裕 中級クラス　小5男子35kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

吉田煌飛 初級　小学4年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

吉田侑飛 初級　小学6年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

祖父江海斗 選抜　小3男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

岩口紗藍 選抜　小5女子35kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

板谷直來 選抜　小6男子40kg未満※繰上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

岩口花凛 選抜　小6女子40kg以上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

福井凜太朗 中上級　幼年男女 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

福井ちはや 中上級　小学3年女子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

湯澤来望 中上級　小学3年女子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

湯澤希心 中上級　小学6年女子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

戦士會 藤井琉輝 上級　小学5年男子の部（35kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

本杉一騎 幼年（年少・年中）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

酒井陽向 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

斉藤航樹 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

本杉一颯 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

酒井暖 小学4年男子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

千馬道場 桶田一翔 中上級　中学1年男子45kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

総円心館 瀬尾虎六 小学1年生クラス〈上・中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

鈴木雷騎 小学1年男子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

鈴木煌凰 小学3年男子の部(30kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

松田留禾 小学2年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

松田理央 小学6年女子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

垣内蓮 小２女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

垣内岳 ビギナーズ 幼年男女の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

山崎煌 初級　小学5年男子の部（35kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

村上剣心 上級　小学3年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

羽井佐真碧 上級　中学2年男子の部（55kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

垣内杏 上級　小学2年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

堀田優月 上級　小学4年女子の部（30kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

米山果乃 上級クラス　小６女子　４０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

田井柚月夏 選抜　小学4年女子30kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

吉村悠 小学２年男子初級クラス※繰上 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

奥山智 小学５年男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

森琥太朗 中学男子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

加藤悠愛 初級　小学1・2年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

杉尾希空 初級　小学3年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

小野瑶侑 中上級　小学2年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

徳松祥 中上級　小学4年男子30kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

太真会館 今宮結菜 小５女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

水野凜香 選抜　幼年女子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

早川友基 選抜　小1男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

水野敢太 選抜　小1男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

葛󠄀谷海人 選抜　中学男子55kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

大心館

叢林塾

創拳塾

総極真　米山道場

総極真橋本道場

総極真門馬道場

全日本空手道立志会

星和会館

清凛館

誠武塾

聖武会館

正道会館戸田道場

正道会館高雄道場



玉浦美菜 選抜　小学4年女子30kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

田﨑道場 濵﨑健太郎 初級　小学3年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

竹口佳希 初中級クラス　小６女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

根本美優 上級クラス　中２・３女子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

中西航太 上級クラス　中２・３男子　４５キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

藪本風依 初中級　小学5年女子の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

西本静流 初中級　中学女子の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

根本心絆 選抜　小学2年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

前川友俊 中上級クラス　小学6年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

山尾颯太 初中級　小学5年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

藤井優斗 選抜　小学5年男子35kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

岡一斗 選抜　小学5年男子35kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

鍛志夢会 入江想 中学女子の部（45kg以上） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

森田時矢 初中級　中学男子重量級の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

阿部佳太 選抜　小学4年男子30kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

吉川冬馬 選抜　小学5年男子35kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

髙田愛美 中上級　中学2・3年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

手嶋澪蒼 中上級　小学5年男子35kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

高木琉来 中上級　小学6年男子40kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

山内竜徳 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

小澤誠太朗 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

渡辺堅心 初級　幼年男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

鈴木大智 選抜　小6男子40kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

鈴木颯華 小学１年女子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

闘心會 徳丸夕月 リアルクラス　小学１年女子 1/14第10回龍士會交流大会

道真会館 武智貫人 小学2年生クラス〈上・中級〉男女混合 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

道真会館松本道場 門田望来 小学３年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

松永理愛 小学2年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

佐々木翔怜 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

小名祐志 小5男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

小山絢菜 小3女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

石井実幸 小学６年女子(４０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

NAGATAGYM永田道場 谷村泰生 選抜　小学3年男子の部※繰上 7/22大阪東部空手道選手権大会

鳴門道場 新居晃樹 小学4年生男子クラス〈中級〉 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

日本空手道如水会館 小倉美月 小学３年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

日本空手道悠心道場 髙岡日向 小学３年男子初級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

津川大 小学1年男子(無差別)の部　 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

沖野修大 小学３男子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

板津杏奈 小学４年女子(３０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

伊藤大翔 小学５年男子(３５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

板津彰人 小学６年男子(４０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

坂下琥獅 中上級　小学3年男子30kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

永田寛大 中上級　小学4年男子30kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

永田大悟 中上級　中学2・3年男子50kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

大久保椎珂 小学1年女子(無差別) の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

大久保芹衣 小学４年女子(３０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

覇道會館 皆本丈 中学男子中量級（45㎏以上55㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

今田野乃花 小５女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

横田愛凜 初級　小学1年男女の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

今田八尋 上級　幼年男女の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

横田龍生 上級　中学1年男子の部（50kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

山村玲朱 上級　小学4年女子の部（30kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

河野萌花 上級　中学1年女子の部（40kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

松添光希 中級クラス　小4男子30kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

西村謙信 中級クラス　中1男子45kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

永野凌雅 リアルクラス　小6男子40kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

稲岡暖人 小６男子上級　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中原心弦 中上級クラス　小学2年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

稲岡桜輝 中上級クラス　小学4年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

安田晟聖 上級　小学5年男子の部（35kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

稲岡一颯 上級　小学6年男子の部（40kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

門田唄侍 小2男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

飛馬道場

飛拳塾

原道場

破道会館

野澤道場

野﨑塾

ノーティーカラテアカデミー

長泉空手クラブ

闘英館

天翔塾

天志道場

谷川道場

龍壱道場

大心館



小泉そら 小2男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

加藤幸芽 小6男子重量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

鴨田優姫 小6女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

齋藤絆菜 小学５年女子(３５㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

白蓮会館 宮崎真紗斗 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

平木柚葉 中学女子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

安田圭佑 中学男子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

刀禰󠄀篤丈 中学男子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

白蓮会館石橋支部 赤澤優芽 中学男子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

白蓮会館大阪狭山支部 平岡悠飛 上級クラス　小５男子　３５キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

三宅勇澄 小６男子上級　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

鈴村悠月 中学女子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

田中陸翔 中学男子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

村角桧奈 小学４年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

和田匡義 上級　中学3年男子の部（60kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

山内美瞳 上級　中学2・3年女子の部（50kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中畑翔大 選抜　小学3年男子30kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

溝端利乃葉 選抜　小学6年女子40kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

矢野陽太 小１男子初級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

澤田隼哉 小１男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

戸敷瑠未奈 小学1年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

濱田茜莉 中上級クラス　小学5年女子の部※繰上 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

赤枝聖菜 中上級クラス　小学6年女子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

野々村碧 選抜　小学6年女子40kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

辻川綾音 選抜　中学1年女子45kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

小林大真 選抜　中学2・3年男子50kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

橋本一毅 中上級クラス　小学1年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

小林央佳 中上級クラス　小学3年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

音羽武蔵 中上級クラス　小学4年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

羽谷虎哲 中上級クラス　小学4年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

小林大和 中上級クラス　小学5年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

栄海之進 初中級クラス　小１男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

堀田陽向 上級クラス　小４女子※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

中山清葉 上級クラス　小５女子　３５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

木下煌之介 上級クラス　小１男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

白蓮会館　佐賀 井上湧麻 中上級　中学1年男子45kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

白蓮会館湘南鎌倉支部 石原翔 選抜　小4男子30kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

渡辺史琉 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

鈴木彩良 中学女子の部（45kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

小林十凰也 中上級クラス　小学5年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

戎玲生 初中級クラス　小２男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

松田彪雅 上級クラス　小６男子　４０キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

小林俐凰斗 上級クラス　中１男子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

小田悠翔 上級クラス　小２男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

増田太陽 上級クラス　小２男子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

小田陸翔 上級クラス　小４男子　３０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

仲海信 上級クラス　小６男子　４０キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

野坂蓮真 選抜　小3男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

辻本善 選抜　小学4年男子30kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

山内倭桜 小６女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

窪田樹月 中学男子　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

藤井広夢 中上級クラス　小学5年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

安居珀空 初級　小学4年男子の部（30kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

安居悠翔 上級　中学1年男子の部（50kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

田中七海 初中級クラス　小４女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

田中陽向 初中級クラス　小５男子　３３キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

白蓮会館東大阪東 𠮷村侑真 選抜　中学2・3年男子50kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

小田朝陽 小４男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

新井大和 小６男子上級　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

神田悠駿 上級　小学2年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中山拳杜 上級　小学6年男子の部（40kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中山峻杜 上級　中学3年男子の部（60kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

白蓮会館姫路支部

白蓮会館東大阪北支部

白蓮会館羽曳野支部

白蓮会館奈良学園前支部

白蓮会館東京墨田

白蓮会館堺支部

白蓮会館神戸支部

白蓮会館岸和田

白蓮会館岡山支部

白蓮会館池田支部

飛馬道場



白蓮会館広島福山支部 浅野凌聖 上級　小学6年男子の部（40kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

白蓮会館八尾西支部 竹内優奈 幼年長 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

坂本竜彗 初級　小学4年男子の部（30kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

坂本爽竜 上級　中学2年男子の部（55kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

山田かのん 初中級クラス　小２女子 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

山田斗吾 上級クラス　小５男子　３５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

米田永羽 上級クラス　小６男子　４０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

文能元輝 選抜　小学6年男子40kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

平優翔 幼年年中の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

日原愛弥 小学４年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

日原愛裕 小学６年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

小野紫菜 小学６年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

小野翔太 初級　小学2年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

片山龍星 初級　中学1年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

植野元太 小学６年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

高橋清十朗 上級　小学5年男子の部（35kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

渡辺圭翔 上級　小学5年男子の部（35kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

小西凛 初級　小学4年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

中杉蓮 初級　小学5年女子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

宮田耀太 上級　小学3年男子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

武井将志 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

武井大将 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

武井桃子 小学4年女子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

鶴田大洋 幼年年少の部・年中の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

山本夏乃芭 幼年年長の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

堅田鼓太郎 小1男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

赤羽根慧俊 小2男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

鎌田樹成 小学1年男子(無差別)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

根津輝砂斗 初級　小学4年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

藤﨑翔琉 中上級　小学1年男子※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

後藤かれん 選抜　小2女子※繰上 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

後藤ななみ 選抜　小6女子40kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

武仁會 斎藤蓮 中上級　幼年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

芝田善翔 初級　小学2年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

馬場慶都 中上級　小学3年男子30ｋｇ未満 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

永井丈晴 中上級　小学4年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

榎元豪 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

小玉健人 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

篠原昇利 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

平出和紀 中学男子重量級（55㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

原田直 中学男子の部（40kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

三ヶ嶋開 中学男子の部（47kg未満） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

髙澤登太 中学男子の部（55kg以上） 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

田熊透 小学6年男子の部(40kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

佐野珠凛 小学４年女子(３０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

松田悠吾 小学６年男子(４０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

茂木琉空斗 小学６年男子(４０㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

吉田すず 中学１年女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

加藤蒼祐 初級　小学3年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

細川雄大 初級　小学5・6年男子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

姉崎朱里 中上級　小学4年女子30ｋｇ以上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

田中瑠楓 中上級　中学女子 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

杉田優牙 中上級　小学5年男子※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

髙澤登矢 中上級　小学6年男子40ｋｇ未満 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

仲島健将 中上級　小学6年男子40ｋｇ以上※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

島本虎 中上級　中学2・3年男子50ｋｇ以上※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

内山達也 中上級　中学2・3年男子50ｋｇ以上※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武友會 福島杏心 中上級　小学5年女子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

春山大空 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

佐野光琉 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

佐野瑞祇 小学4年女子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

松井結人 小4男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会
フルコンタクトカラテスクール

武道空手錬

武心塾

武奨館𠮷村道場

武将會直心塾

福山道場

福田道場

武煌会館

白蓮会館　八尾南



和田陽翔 小4男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

松井颯人 小6男子軽量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

島田琉成 小6男子軽量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

山口叶来也 小学2年男子の部 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

峰武塾 小久江侍勇 小学４年男子(３０㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

由井園海 小学６年女子(４０㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

由井嶺海 中学１年男子(４５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

馬本真衣 中学１年女子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

北斗会中平道場 中野竣登 小学5年男子の部(35kg未満) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

北峰会足立 市川瑛大 小学5年男子の部(35kg以上) 4/22第1回関東魁空手道選手権大会

山田修司 中級クラス　小学３年男子 1/14第10回龍士會交流大会

井上拓馬 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

真野寛章 小2男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

池本一翔 小3男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

真樹道場小平 佐藤多笑 中学女子重量の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

真樹道場品川 篠嵜雅 小3女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

真樹道場城西 板優希 小5男子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

真樹道場湘南 大島麟 中学男子軽量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

真樹道場新潟 内田晃宏 中学男子軽量の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

濱口蓮太 中学男子中量級（45㎏以上55㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

木村虎汰郎 小6男子重量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

佐藤汐香 小1女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

小川琉愛 小4女子の部※繰上 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

吉田舞優 中学女子軽量の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

ファンタクミ 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

三好夕夏 中学女子重量級（45㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

三好琴夏 小1女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

ファンマユミ 小4女子の部 3/25真樹道場首都圏杯ジュニア空手道選手権大会

渡利奏 選抜　小学4年男子30kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

星本彩月 選抜　小学5年女子35kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

池本鷹雅 選抜　小学5年男子35kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

池本虎雅 選抜　小学6年男子40kg以上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

松岡道場 内藤風香 初中級　小学4年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

加藤大知 幼年(年長)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

城取楽太朗 小学1年男子(無差別)の部　 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

三浦道場 入江春道 中上級　幼年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

廣井楓 中学女子　重 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

小林悠杏 中学生女子クラス＜上・中級＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

寺澤律玖 初中級クラス　小６男子　４０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

簀戸時歩 選抜　中学1年男子45kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

棚澤大空 小４男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

西山ひとみ 小５女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

中川颯太 初中級クラス　小３男子　２７キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

嶋津晴喜 初中級クラス　小４男子　３０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

西山力 初中級クラス　中学男子　５０未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

本岡琥太郎 初中級　小学2年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

窪田実莉 初中級　小学2年女子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

宮野道場三田支部 難波春寧 小４女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

宮野道場　豊中 泉蓮 選抜　小学2年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

喜多汰地 小４男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

福盛翔大 上級クラス　中２・３男子　５５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

塩見勇翔 小５男子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

北井琉飛海 小１男子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

柴村紬来 初級クラス　小学5年男子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

塩見琉斗 中上級クラス　小学3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

上仲律葵 中上級クラス　小学4年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

福井大陽 中上級クラス　小学5年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

前田大翼 中上級クラス　中学2・3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

福井瑛斗 上級　小学3年男子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

渡部雅明 初中級クラス　小３男子　２７キロ以上※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

山﨑公太 上級クラス　小４男子　３０キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

本庄凌 上級クラス　小４男子　３０キロ以上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

宮野道場本部

宮野道場生瀬支部

宮野道場茨木

宮野道場伊丹支部

宮崎道場（八尾市）

宮崎道場（岡山）

松原道場

誠會

真樹道場横浜南支部

真樹道場横須賀支部

真樹道場愛知

北雄会館

北晋寺西道場

フルコンタクトカラテスクール



黒田征嗣 選抜　小3男子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

木村颯冴 小学５年男子初級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

清水広大 初中級　小学6年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

林泰成 選抜　中学1年男子45kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

木村悠真 選抜　小学4年男子30kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

北井海音來 中上級　幼年男女※繰上 7/29リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

田中康介 上級クラス　小４男子　３０キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

田中梗介 上級クラス　中１男子　４５キロ未満 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

山舗陸斗 選抜　中学男子45kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

三浦立成 リアルクラス　小2男子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

小川聖斗 リアルクラス　小6男子40kg以上※繰上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

小川歩乃花 リアルクラス　中2・3女子50kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

小寺もとこ 中上級クラス　中学女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

小寺啓 中上級クラス　中学2・3年男子の部 重量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

小寺渉 上級クラス　小６男子　４０キロ未満※繰上 5/5南大阪ジュニア空手道選手権大会

﨑村洸太 選抜　小学2年男子の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

﨑村亮太 選抜　小学5年男子35kg以上の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

山本恭輔 小学３年男子初級クラス※繰上 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

北村優花 小学女子４年初級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

水口碧波 中学女子中級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

山根彩夏 上級　小学1年男女の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

安原聖那 上級　小学6年男子の部（40kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

山本羚真 小学６年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

森重彰也 上級　幼年男女の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

矢田心夏 上級　小学5年女子の部※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

高橋琥珀 幼年年長の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

杉村昻汰 小学４年男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

祐心会 太田万結 中上級クラス　小学6年女子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

祐心会三条本部 中西優 選抜　小5男子35kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

五嶋紗英 小学1年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

浦崎佑凪 初級クラス　小学5年女子の部 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

髙尾莉空 小３女子上級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

棗田みやび 小学1年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

村上廉 中学生男子上級の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

藤原玄志 幼年年中の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

藤原一護 小学１年生の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

三島健人 小学１年生の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

廣本将人 上級　小学6年男子の部（40kg未満）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

長棹成次郎 上級　中学1年男子の部（50kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

矢吹青空 上級　中学2年男子の部（55kg以上）※繰上 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

村田芯 上級　中学1年女子の部（40kg以上） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

三島太尊 小学5年生男子クラス＜上級・35㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

今川敬太 中学生男子クラス＜中級・50㎏未満・55kg以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

加瀬瑛太朗 幼年（年少・年中）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

佐藤ひかり 小学3年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

北幸 小学5年女子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

廣瀬月渚 小学5年女子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

高林蓮斗 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

細田陽斗 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

八木海友 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

岩田侑里 小学6年女子（無差別） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

岩田琉詩 中学男子重量級（55㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

高林美空 中学女子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

増子遼大 小学３男子(無差別)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

石黒晴悟 小学４年男子(３０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

重松凜 小学５年女子(３５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

増子遥稀 小学６年男子(４０㎏未満)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

結縄一樹 小学６年男子(４０㎏以上)の部※繰上 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

佐藤聖汰 中学２・３年男子(５５㎏未満)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

岸蔵之介 中学２・３年男子(５５㎏以上)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

瀬良勇陽 上級　小学4年男子の部（30kg未満） 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

高岡日向 小学４年生男子クラス＜上級・30㎏以上＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会
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河村輝星 小学4年生男子クラス＜上級・30kg未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

石丸暁 中学生男子クラス＜上級・55kg未満・45㎏未満＞ 7/22リアルチャンピオンシップ四国予選大会

笹田櫂司 小２男子初級　軽 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

川村拓久心 中上級クラス　小学3年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

若林泰輝 中上級クラス　小学6年男子の部 軽量級 4/8京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 

橋本龍之介 選抜　幼年男女混合の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

池永紗愛 選抜　小学6年女子40kg未満の部 7/22大阪東部空手道選手権大会

藤田陽翔 幼年年長の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

川上妃愛 小学２年生女子の部 3/21極真中山道場第13回西日本極真空手道選手権大会こんぴら杯

藤田楓翔 上級　小学3年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

吉塚道場 川瀬雄士朗 小学生１年男子初級クラス 7/1美の国杯ジュニア空手道選手権大会

佐野梨花 選抜　小3女子 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

吉武大空 選抜　小4男子30kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

佐野葵依 選抜　小5男子35kg未満 6/10リアルチャンピオンシップ中部選抜

新實礼磨 幼年(年長)の部 6/17第8回東海南関東空手道選手権大会

久保田紗奈 リアルクラス　幼年年長女子 1/14第10回龍士會交流大会

木下紗良 リアルクラス　小学３年女子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

木下蓮月 リアルクラス　中学女子５０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

尾野玲央 リアルクラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会

南原士龍 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

甲斐隼仁 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

松尾信太 リアルクラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

平原陸 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

吉田閃 中級クラス　小5男子35kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

山下結羽 中級クラス　小3女子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

原瑠姫 中級クラス　小6女子40kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

有田美虹 リアルクラス　幼年男女混合 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

有田空矢 リアルクラス　小5男子35kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

早川愛結 リアルクラス　小1女子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

竹島璃衣花 リアルクラス　小4女子30kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

月守ねね リアルクラス　中1女子45kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

尾崎谷剛 初級　小学5年男子35kg未満 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

新悠志 選抜　小学5年男子35kg以上※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

武部祐也 選抜　中学1年男子45kg未満※繰上 8/11リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会

励士館 田中優成 中上級　中学2・3年男子50kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

長部花音 中級クラス　小2女子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

若林美紗 中級クラス　小3女子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

長部葵 中級クラス　小5女子35kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

植村太陽 中上級　小学5年男子35kg未満 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

甲斐亮太 中級クラス　小学６年男子 1/14第10回龍士會交流大会

竹下惺 リアルクラス　小学２年女子 1/14第10回龍士會交流大会

小原杏菜 リアルクラス　小学５年女子３５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

安田柚葉 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

甲斐菜摘 リアルクラス　中学女子５０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

湯川芽生 リアルクラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会

谷海璃 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

山下隼弥 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

山下遙翔 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

竹下時人 リアルクラス　小学４年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

藤江礼 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

井手尾悠真 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

濱田好葉 中級クラス　小4男子30kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

元永未空 中級クラス　小4女子30kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

湯川幸葉 リアルクラス　小1男子 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

江口侑汰 リアルクラス　小5男子35kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

北本大喜 リアルクラス　小5男子35kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

長野翔 リアルクラス　中2・3男子50kg以上 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

西村春太 リアルクラス　小5男子35kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会

藤目一輝 初級　小学5年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

井出尾亮真 中上級　小学2年男子 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

宮田龍樹 中上級　小学4年男子30kg以上 8/5リアルチャンピオンシップ九州選抜3次大会

吉田空翔 幼年長 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会
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松上美凪 小１女子中級 3/18岡村道場第13回全日本ジュニア空手道選手権大会

浜田勝怜 初級　中学2年男子の部 4/15晴レノ國杯空手道選手権大会

澤遙佳 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

河野若葉 リアルクラス　中2・3女子50kg未満 5/6リアルチャンピオンシップ九州2次予選大会
練誠会

烈士塾


