
道　　場　　名 選手氏名 クラス 取得大会

IBKA西田道場 光山鉄太 選抜クラス　小学6年男子　40キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

猪狩海惺 選抜クラス小学４年男子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

佐々木大 選抜クラス中学生男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

秋山道場 加藤瑞葵 上級　小６女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

牧本涼夏 小学２年女子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

勝又蓮人 小学３年男子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

齋藤歩斗 小学４年男子(３０Kg以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

山本心温 小学６年男子(４０ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

三木侑月 中学男子(５５ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

山本一心 中学男子(５５ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

五十嵐唯郁 選抜クラス小学２年女子 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

加藤優奈 選抜クラス小学４年女子軽量※繰上 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

山本楓太 選抜小6男子（40kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

藤原心侍朗 選抜クラス小学4年男子32㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

長田百合愛 初中級クラス小学3年女子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤井晟那 初中級クラス中学男子47㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

静田漣 選抜クラス中学2・3年男子53㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

上野彩心 選抜クラス小学5年女子35㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

上野凛心 選抜クラス中学1年女子45㎏以上の部 4/18京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 選抜クラス中学2・3年女子50㎏未満の部 4/18京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 選抜クラス中学1年女子45㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤井葉音 選抜クラス中学1年女子45㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

近藤稟珠 初中級クラス　小２男子軽量 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

河合風花 小学5年生女子35kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

一道会館 石川烈己 上級　中学生男子45kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

溝渕奏音 選抜中学2・3年女子50kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

酒井美空 選抜クラス小学6年女子40kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

岸本幸士 小学3年生男子30kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

前倉颯空 中級　小学6年男子40kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

水野敢太 選抜クラス 小学４年生 男子 ３２kg以上 11/3全真カップ全東海大会

安田優希 選抜クラス 小学５年生 男子 ３７kg未満※繰上 11/3全真カップ全東海大会

記虎琉之心 初級幼年男女混合 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

岸元一那 選抜小学1年男子※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

川人亜樹美 初級小学3年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

奈良優寿貴 選抜小学4年女子32kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

山口正覇 選抜小学4年男子32kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

中谷桜彩 選抜小学5年女子35kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

森本隆之介 選抜小学6年男子40kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

川人茂樹 選抜クラス　中学2・3年男子45kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

岸元那々生 小学4年生男子32kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

玉木陽 選抜クラス 小学５年生 女子 ３５kg以上 11/3全真カップ全東海大会

大野光希 選抜クラス 小学４年生 男子 ３２kg以上 11/3全真カップ全東海大会

大井塾 伊地知大雅 選抜クラス 小学５年生 男子 ３７㎏以上 11/3全真カップ全東海大会

桜武会半田支部 佐藤大樹 選抜小6男子（40kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

田中大地 中学男子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

工藤颯太 小学5年男子37㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

富岡透子 中学女子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

大場心遥 小学1年女子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

澤田悠誠 小学3年男子30㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

服部瑛心 小学3年男子30㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

今井惺梛 小学5年男子37㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

本多虎太郎 小学5年男子37㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

大竹真帆 小学6年女子40㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

髙橋絆奈 小学6年女子40㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

細谷成 小学6年男子40㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

澤田健誠 小学6年男子40㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

溝田蒼介 小学6年男子40㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

本多夏緒 初中級クラス　小学3年女子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

細野愁人 選抜クラス　中学2・3年男子53kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

大山道場 大山晃生 小学4年生男子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

岡村道場総本部 黒岩理沙 選抜クラス小学3年女子※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

岡村道場姫路本部 京谷心萌 選抜クラス小学3年女子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

北野瑞 リアルクラス　小学6年女子40kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

松下琥洲 リアル　小学6年男子 40kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

我導會総本部 尾上颯汰 中級　小学5年男子37kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

堀越斗真 小学1年男子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

安達龍一 小学2年男子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

安達梨愛奈 選抜クラス　小学3年女子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

塚本真悟 初中級クラス　中学1年男子47kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

渡邊星琉夏 初中級クラス　小４女子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

東浦康多 選抜クラス　中１男子47キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

渡邊羅偉 選抜クラス　中１男子47キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

坂本寛 選抜中学1年男子47kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会
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坂本悠 選抜中学2・3年男子53kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

末浪壱新 初中級クラス小学5年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

石丸智也 選抜クラス　小学5年男子　37キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

臥龍館 吉野蒼典 小学5年男子37kg未満※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

石井萌咲 中級　小学２年女子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

堀こころ リアルクラス 小５女子３５kg以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

石野慶史朗 中級クラス　幼年男女混合 9/26全関西空手道選手権大会

石野祈李 中級クラス　小学2年女子 9/26全関西空手道選手権大会

柴田凛大 上級クラス 小学4年男子（32kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

谷合美伶 上級クラス 小学5年男子（37kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

山本凌己 小２男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

井上颯大 小３男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

鈴木柚香 小５女子35㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

横山朋花 小６女子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

鈴木香春 中学女子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

山本樹生 幼年(無差別)男女混合の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

能谷慶 小学４年男子(３０Kg以上)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

横山華永 小学６年女子(４０ｋｇ未満)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

松浦大云志 小学4年男子32kg未満※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

深田凌太 中学1年男子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

松下流路 中学2・3年男子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

山﨑海星 中学2・3年女子50kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

鈴木珀 選抜　小学3年男子30kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

林玲志 選抜　小学4年男子32kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

京空会 小原実悠 選抜クラス　小学6年女子40kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

極真会館井上道場港南台 渡邉明日香 小学5年女子35㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

田村皇樹 小学3年男子30㌔未満※繰上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

川村香笑 小学5年女子35㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

極真会館神奈川県井上道場 下田まりあ 選抜クラス　中学1年女子45kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

高橋凜花 初中級　小１女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

福田ゆう 初中級　小３女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

西森正道 初中級　小３男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

福田心優 初中級　小５女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

小松陽翔 上級　小６男子※繰上 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

伊藤陸 上級　小６男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

松井瞭誠 上級　中２・３男子軽量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

北光希 上級　中１男子重量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

高橋瑛徳 上級　小４男子※繰上 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

澤田蔵之介 選抜クラス中学1年男子47㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

小谷愛桜 選抜クラス小学5年女子35kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

平田将太郎 選抜クラス小学6年男子40kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

小柴悠陽 選抜クラス中学1年男子47kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

平田愛梨沙 初中級クラス　中１・２女子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

中久保陽仁 初中級クラス　小３男子軽量 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

長谷名澄 初中級クラス　小６男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

長谷美名澄 選抜クラス　小４分32キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

阿部憲吾 選抜クラス　中２・３年男子53キロ以上※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

松本莉庵 上級　幼年※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

伊藤夢佐志 中学2・3年男子53kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

勢力光琉 小学1年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

勢力志道 小学6年生男子40kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

田上晴登 初中級クラス小学6年男子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

今西應介 選抜クラス小学3年男子30㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

田上博登 選抜クラス小学2年男子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

佐藤竜大 選抜クラス小学6年男子40㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

松本樂生 選抜小学4年男子32kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

中澤倫子 選抜小学2年女子※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

吉田大我 選抜クラス　小学6年男子40kg未満 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

中見瀬斗 小５男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

宮崎零央 中学男子軽量級45㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

三澤巧祈 中学男子中量級55㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

住野吏音 初中級小2男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

井上陽詠 初級小学6年女子※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

廣松泰輝 初中級クラス 小学6年男子の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

廣松里沙 初中級　小4・5女子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

土屋美愛 小学３年女子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

横山稜輔 小学４年男子(３０kg未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

佐々木絢実 中学女子(４５ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

鏡神月 小学6年男子40kg以上 11/21報徳杯空手道選手権大会

鏡兎月 小学3年女子無差別※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

阪本閃兜 上級　小2男子※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

岩﨑大翔 上級　小5男子重量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

藤原光輝 上級　小6男子軽量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

森下大吾 選抜クラス　小学6年男子　40キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会
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須磨暁 選抜クラス　小学4年男子　32キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

田中颯人 選抜クラス小学5年男子37kg以上※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

杉野琥大 選抜クラス　小学5年男子35kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

赤松功都 小学6年生男子40kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

極真会館中村道場阪神中央支部 西岡小由紀 選抜クラス　小学6年女子　40キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

𠮷𠮷田成勲 選抜クラス小学6年男子40kg未満※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

𠮷𠮷田花音 選抜クラス小学3年女子※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

長楽玲愛 上級　小学3年生女子※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

長楽悠我 上級　中学生男子55kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

日比野有紗 選抜　小学1年女子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

大曽根愛斗 選抜　小学6年男子40kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

日比野蓮 選抜　小学6年男子40kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

各務壮祐 選抜　中学1年男子47kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

極真会館浜井派静岡愛知木島道場 中村琉冴 小学6年男子40kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

極真会館浜井派足立 湯澤希心 中学女子45㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

坊下琥太朗 初中級小学4年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

坊下凛太朗 選抜小学2年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

桝田智也 幼年男女混合クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

髙野桂輔 選抜クラス　小学1年男子の部 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

澤田大和 選抜クラス　小学2年男子の部 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

香城采花 選抜クラス　小学2・3年女子の部※繰上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

木戸口愛理 選抜クラス　小学2・3年女子の部 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

龍瀧瑠偉 選抜クラス　小学6年男子の部40kg未満 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

山田聖姫 リアルクラス　小学6年女子40kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

石神吟 リアルクラス　中学1年男子47kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

宮川星夢 初級クラス 小学5年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

岡本空来 上級クラス 小学1年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

右手佑弥 上級クラス 小学2年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

右手優梨奈 上級クラス 小学4年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

佐藤未宙 上級クラス 小学6年女子の部※繰上 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

大村絆人 上級クラス 中学1年男子（47kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

極真会館宮崎山下道場 岡野遼成 リアルクラス　小学4年男子32kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

極真会館山口道場 守屋蒼助 小学4年男子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

ジョンストンベガス 選抜クラス小学５年男子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

日向舶斗 選抜クラス　小学3年男子30kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

嶋颯斗 選抜年長男女混合 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

木村蒼太 初中級小1男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

奥村瑠依真 選抜クラス小学1年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

奥村亜瑠真 選抜クラス年中男女混合 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

奥村一真 選抜クラス小学5年男子37kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

山本悠人 選抜クラス小学5年男子37㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

山口虎哲 選抜小学4年男子32kg以上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

和田大和 選抜クラス小学1年男子※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

和田栞奈 選抜クラス小学3年女子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

坂元聖太 選抜クラス小学3年男子30kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

上井直音 選抜クラス小学4年男子32kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

芦塚伊織 選抜クラス　小学5年男子35kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

楠田陸 選抜クラス　小学2年男子※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

汐﨑尋誠 小学3年生男子30kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

極真空手長浜道場 萱野翔平 選抜中学2・3年男子53kg以上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

極真空手中山道場坂出 原壱煌 組手　幼年・年中の部※繰上 3/20こんぴら杯

極真空手中山道場児島 清板士槻 組手　幼年・年中の部 3/20こんぴら杯

極真空手中山道場高松 中村哲二郎 組手　中学生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

極真空手中山道場まんのう 植野竜誠 組手　小学４年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

極真空手西田道場 下畠扇季 組手　小学６年生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

西村夏々心 組手　小学1年生女子の部 3/20こんぴら杯

関田凜桜 組手　小学４年生女子の部 3/20こんぴら杯

西村胡桃 組手　小学４年生女子の部※繰上 3/20こんぴら杯

至田結愛 組手　中学生女子の部 3/20こんぴら杯

木下惟煌 初中級小3男子（30kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

奥村瑠美菜 選抜小4女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

坂本雪芭 選抜小6女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

山科心潤 組手　小学３年生女子の部 3/20こんぴら杯

土井康盟 中級クラス小学4年男子32kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

遠藤竜心 選抜クラス小学4年男子32㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

吉田啓人 初中級幼年男女混合 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

山科闘毅 選抜クラス　小６男子40キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

畠海梨愛 選抜クラス　小学5年女子　35キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

前田丈 小学3年生男子30kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

西村斗吾 小学3年生男子30kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

畠仁龍 小学6年生男子40kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

木下陽葵 選抜小1女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

瀧本浩輔 選抜クラス中学1年男子47kg未満※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

田代遙斗 初中級クラス　中学2・3年男子53kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

極真会館浜井派石川県支部

極真空手道忍會ふじみ野本部

極真館西新井支部

極真会館中村道場尼崎支部

極真館 大阪南支部

極真会館中村道場兵庫西支部

極真会館浜井派愛知石川道場

極真館奈良県北支部

極真館京都支部

極真空手中崎道場関西本部

極真会館水口派魂心舘

極真会中村道場

極真会館中山道場

極真会館中村道場泉州北支部

極真空手中崎道場大東支部



田中一希 選抜クラス　小学1年女子※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

森藤健心 選抜小4男子（32kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

岡島桃愛 選抜小学4年女子32kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

岡島舜斗 選抜小学6年男子40kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

藤田優莉 選抜クラス　小学2年女子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

藤田悠真 選抜クラス　小学5年男子35kg未満の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

鹿島海成 選抜クラス　中学1年男子55kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

森龍之介 中学1年男子47kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

鎌田雅 中学2・3年女子無差別の部 11/23関西ファイナルカップ

中村琉惺 小学3年男子30㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

早坂飛侑駕 小学3年男子30㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

極真拳武會さいたま浦和支部 早坂鎧 選抜クラス　幼年男女混合 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

極真静岡県長澤道場 小関優太 中学男子(５５ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

杉山渓人 小学４年男子(３０Kg以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

中田悠介 小学６年男子(４０ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

鈴木麗空歩 中学男子(５５ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

極真浜井派足立選手會 湯澤来望 選抜クラス　小学6年女子無差別 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

藤島りな 中級　小学４年女子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

岡本大空 中級　小学４年男子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

矢野航平 リアルクラス　小学２年男子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

義和流拳法 柏田詩織 選抜クラス　小学4年女子32kg未満 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

飯山壱斗 初中級年長男女混合 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

吉田駿佑 選抜クラス小学6年男子40kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

鳥取昊晴 初中級クラス小学５年男子37㎏未満の部 4/18京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 選抜クラス中学２・３年女子50㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

塩山星璃碧 選抜クラス小学6年男子40㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

田中美羽 選抜クラス小学4年女子32kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

田中勇翔 選抜クラス中学1年男子47kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

竹生一晴 初中級クラス小学4年男子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

アブドゥラー勇 選抜クラス　小学2年男子の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

佐藤蓮 選抜クラス　小学5年男子35kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

小濵心海 選抜クラス　小学4年女子32kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

河野由良 選抜クラス　中学1年女子45kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

薮中飛波 選抜クラス　中１男子47キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

松濤明冬 選抜クラス　中２・３年男子53キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

鳥取勇心 小学3年生男子30kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

鰐部瑛南 小学3年女子クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

吉田谷蘭 小学4年女子クラス32kg未満 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

鰐部比奈子 小学5年女子クラス35kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

下松格闘技クラブ勇気会 矢田心夏 組手　中学生女子の部 3/20こんぴら杯

来島心華 選抜クラス小学5年女子35kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

髙橋沙羅 選抜クラス中学1年女子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

来島彩華 選抜クラス中学2・3年女子50kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

髙橋惺哉 選抜クラス中学2・3年男子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

来島志成 上級クラス 中学2・3年男子（53kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

大隈直人 上級クラス 中学2・3年男子（53kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

拳悠会 新谷晟都 選抜クラス 中学２・３年生 男子 ５３kg未満※繰上 11/3全真カップ全東海大会

松尾美杏乃 リアルクラス　小学２年女子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

松尾柚乃 リアルクラス 小５女子３５kg以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

井筒幸希 リアルクラス　小学2年女子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

梅崎友暉 リアルクラス　小学6年男子40kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

野口和輝 選抜　小学6年男子40kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

竹中颯起 選抜小学5年男子37kg未満 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

原田都杏 初中級小3女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

成田陸翔 選抜小3男子（30kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

池田幸大 初中級小5男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

原田善 初中級小6男子（40kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

中村虎二朗 選抜クラス小学3年男子30㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

中村龍ノ輔 選抜クラス小学5年男子37㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

沼澤琉月 選抜小学3年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

松本叶愛来 初級小学4年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

井上陽尋 初級小学4年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

平松空翔 選抜小学6年男子40kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

松本煌斗 選抜小学6年男子40kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

竹浪秀真 初中級クラス小学2年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

中山瑛斗 中学2・3年男子クラス53kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

沼澤琉希 初中級クラス 小学5年男子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

井上仁翔 選抜クラス　小学5年男子35kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

拳蹴武会いすみ支部山口道場 山口斗央磨 選抜クラス　小学6年男子40kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

拳蹴武会中島道場 松原瑠香 選抜クラス　中学1年女子45kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

拳勝会館 小林凌也 中級　小学6年男子40kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

藤川勇和 選抜クラス　中学1年男子45kg未満の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

奥野洸瑠 選抜クラス　小６男子40キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

植山泰悠 選抜クラス　中１男子47キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

空身館

拳実会

極真館西新井支部

極真拳武會

顕正会館

拳王塾

拳栄会館

極真静岡県山口道場

空研塾西田道場

極誠会

慧昇會

極真館大阪北摂支部



濵蝶麟曖 選抜小1女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

国信あかり 選抜中1年女子（45kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

濵心優 選抜クラス小学6年女子40㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

濵優花 選抜クラス中学2・3年女子50㎏未満の部 4/18京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 選抜クラス小学4年男子32kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

勇山琉陽 選抜クラス中学1年男子47kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

松岡大雅 選抜小5男子（37kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

松岡和佳 選抜クラス小学4年女子32㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

秦あかり リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

和田銀仁 リアルクラス　小学2年男子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

千原愛菜 リアルクラス　小学5年女子35kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

河村さくら リアル　小学4年女子 30kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

佐藤恵茉 リアルクラス　小学５年女子３５ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

荒田陽向 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

庄籠陸 リアル　小学2年男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

拳星會 大利誠 選抜クラス　中学2・3年男子　53キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

拳聖会宮川道場 野村歩叶 幼年男子選抜無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

折目樹希翔 選抜小学1年男子※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

丸山陽菜 選抜クラス　小３女子※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

植田心愛 組手　小学5年生女子の部 3/20こんぴら杯

藤井瑛心 組手　中学生男子上級の部 3/20こんぴら杯

中村圭吾 小学５年男子(３５ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

吹上優天 小学６年男子(４０ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

晃志道 岡本眞尋 初級クラス 小学2年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

竹本稜 選抜小3男子（30kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

山崎敦士 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

佐伯駿 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

辻絆南 リアルクラス　小学6年女子40kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

平井太陽 リアル　小学6年男子 40kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

中西心夏 リアル　小学6年女子 40kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

中谷暉琉 初中級クラス中学男子47㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

角谷汰一 選抜クラス中学2・3年男子53㎏以上の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

角谷凛 選抜　小学4年女子32kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

井上友梨香 選抜小学4年女子32kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

井上豪 選抜小学2年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

熊谷凛 小学4年女子32㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

光誠会 初川凌久 選抜クラス　小学3年男子30kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

小寺愛斗 選抜クラス小学3年男子30kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

小寺貫太 選抜クラス年長 男子※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

安野琉希 選抜クラス　小学6年男子　40キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

岩瀬光一 リアル　中学1年男子 45kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

泉茉凛 リアル　小学5年女子 35kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

光武会館 大門梨子 選抜　中学2・3年女子50kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

小田峻大 上級　小５男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

髙木悠生 上級　小学6年生男子40kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

松岡心桜 上級　小学6年生女子40kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小阪会館 中村碧斗 選抜クラス小学6年男子40kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

山田悠斗 初級クラス 幼年男女混合の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

佐藤有亜 上級クラス 小学3年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

横川幹太 上級クラス 小学5年男子（37kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

虎徹 刻修会 川﨑寧大 初中級クラス 中学２・３年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

西彪月 選抜小3男子（30kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

原谷陸斗 選抜小5男子（37kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

鉄本有作 選抜年長男女混合 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

福地翔斗 選抜クラス　小学2年男子の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

遠藤司 上級　小2男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

根木駿斗 上級　中2・3男子軽量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

曽和咲良 選抜小3女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

曽和夢叶 選抜小5男子（37kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

江原裕一 選抜小5男子（37kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

高際莉一 選抜小学3年男子30kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

江原信一 選抜クラス　小３男子30キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

松本大和 選抜クラス　小学5年男子　37キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

金剛カラテ川地道場富田林道場 村本虎汰郎 選抜小学5年男子37kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

田中清賀 選抜中学2・3年女子50kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

木下采音 選抜小学5年女子35kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

松園公謙 小学2年男子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

松園一粋 小学4年男子32㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

佐々木道場 荒井紗乃 選抜クラス　小学2年女子※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

佐藤塾静岡支部沼津道場 小川翔太 中学男子(４５ｋｇ未満)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

児玉勇吹 中級　小学3年男子30kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

九平稀徠 中級　小学4年女子32kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

落丸結稀 中級　小学4年男子32kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

永福也真人 中級　小学6年男子40kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会
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永福真士 中級　中学2・3年男子53kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

山川慶大 選抜クラス小学４年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

小林麗美華 中学生女子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

志輝会館 野口文愛 選抜クラス　中学女子50キロ以上※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

志真會館 北川裕毅 小学5年生男子37kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

藤原陸人 中級クラス中学1年男子無差別※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

藤原月遥 小学1年女子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤原空音 中級　小学6年女子40kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

七生会 下田武昇 リアル　中２・３未満男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

松下颯翔 中級　小学3年男子30kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

松下蓮翔 中級　小学4年男子 32kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

比江島瑞樹 中級　小学5年男子 35kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

徳地海風 リアル　小学6年男子 40kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

実戦空手横山道場 今中櫻子 年中男女混合の部 11/23関西ファイナルカップ

藤田煌翔 組手　幼年・年中の部 3/20こんぴら杯

藤田湊翔 組手　小学1年生男子の部 3/20こんぴら杯

大村虹蓮 組手　小学２年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

藤田陽翔 組手　小学３年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

藤田楓翔 組手　小学５年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

川上妃愛 選抜クラス小学6年女子40kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

杉江美音 組手　小学1年生女子の部 3/20こんぴら杯

木下斗聖 組手　小学２年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

杉江凛音 組手　小学４年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

大寺透夜 初中級クラス　中２・３男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

井上龍磨 小学6年生男子40kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

士道館横山道場垂水支部 有本蒼羅 年中男女混合の部 11/23関西ファイナルカップ

石塚雄陽 小学5年男子クラス37kg未満 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

石塚花湖 小学1年女子クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

竹内虎和 選抜クラス　小学5年男子の部37kg未満 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

北島奏汰 選抜クラス　小学6年男子の部40kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

桂悠樹 選抜クラス　小学6年男子の部40kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

八谷瑛統 選抜クラス小学4年男子32kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

月田輝星 選抜小学4年男子32kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

古田蒼虎 選抜小学4年男子32kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

八里貫太 選抜クラス　小学5年男子35kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

木村友千華 選抜クラス　小学6年女子40kg未満の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

山下颯仁 選抜クラス　小６男子40キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

寺西憂祐 選抜クラス　小６男子40キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

木村琥珀 小学4年生男子32kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

横井岳 選抜小2男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

西村倭 選抜小3男子（30kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

杉原希亜 初中級小6女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

前島直也 初級クラス 小学4年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

後藤裕磨 上級クラス 小学2年男子の部※繰上 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

修慧会 田中陽基 上級　小学3年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

黒澤蓮 中学男子50㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

黒澤遼 選抜クラス　中学1年男子47kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

松田理央 選抜クラス　中学2・3年女子50kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

玉井祥大郎 選抜中学2・3年男子53kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

市橋洵也 初中級クラス 中学1年男子45kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

岩佐橙 選抜クラス　幼年年長男女混合の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

池山昇次郎 選抜クラス　小学6年男子40kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

権田彩乃 小学1年生女子の部 11/23関西ファイナルカップ

薮内蓮正 幼年男女混合の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

新井凰正 幼年男女混合の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

島田瑛斗 初中級クラス小学3年男子30㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

昇気館桂支部 田中宗佑 初中級クラス小学3年男子30㎏未満の部 4/18京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 三野海湊 初級小学3年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

昇気館洛西支部 井上幸乃 選抜中2・3女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

田中喬雅 選抜クラス小学1年男子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

田中凜生 選抜クラス年中男女混合 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

玉置桧菜 選抜クラス小学3年女子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

大塚侑來 選抜クラス小学4年男子32㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

白数豹雅 幼年男女混合クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

藤川徠夢 小学6年生男子40kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

川端春菜 中学2・3年女子無差別の部 11/23関西ファイナルカップ

昇心塾彦根支部 上野煌騎 小学1年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

昇心塾彦根支部 村西晟七 小学5年生男子37kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

田熊修千 小学4年男子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

山口瑠華 小学4年女子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

植野海空偉 初中級クラス　幼年男女混合 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

昭武館カラテ本部 吉澤龍之介 小学3年男子30㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

昭武館カラテ荒川道場 渡辺陽人 小学5年男子37㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

駒田來星 選抜　小学5年男子37kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

昇気館

淑徳巣鴨中学校空手道部

昇心塾本部

実戦空手横山道場 備前支部

斯誠塾

昭誠会本部

昇気館樫原支部

秀憧塾

士道館横山道場

柔拳

自然拳法

実戦空手横山道場 総本部

実戦空手道暁

士衛塾

松武館高野尾支部

自然拳法二塚

修勇會



駒田好奏 選抜クラス 小学３年生 女子 11/3全真カップ全東海大会

少林拳空手道尼崎北 井江慎成 中級クラス　小学3年男子　30キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

志琉会 畠元慶 組手　小学５年生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

堀本祐惺 中学男子55㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

堀本穂稀 小学6年女子40㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

鈴木海斗 小学6年男子40kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

田中夕雅 小学6年男子40kg以上 11/21報徳杯空手道選手権大会

村越一真 幼年男子選抜無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

野元琉生 小学1年男子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

新見優希 小学２年女子(無差別)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

新見陽仁 小学６年男子(４０ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

越田力輝 小学３年男子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

吉田真翔 小学２年男子(無差別) 5/23東海南関東空手道選手権大会

吉田隆真 小学５年男子(３５ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

草薙璃星 小学５年女子の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

望月悠愛 小学６年女子(４０ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

諸岡姫勇和 小学2年男子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

磯部琥太朗 小学2年男子無差別※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

上田朝日 小学2年男子無差別※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

新極真会東京東支部 初鹿文美 小学3年女子クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

横山結子 中級　幼年男女混合※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

北浦祐聖 中級　小学3年生男女混合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

宮内愛叶 中級　小学6年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

遠藤愛奈 上・中級　小学5年生女子統合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小川颯真 上級　小学2年生男子※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小島寅太郎 上級　小学2年生男子※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

金澤悠空 上級　小学2年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

魚井瀬凪 上級　小学3年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

山本美凰 上級　小学3年生女子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

花岡誉來 上級　小学5年生男子35kg未満※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

猪山蓮 上級　小学5年生男子35kg以上※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

一井陽菜乃 上級　小学6年生女子40kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

谷川駿 上級　小学6年生男子40kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

大塚未夢 上級　中学生女子55kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

黒川芭奈 上・中級　小学5年生女子統合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

花本采嶺 上級　小学1年生女子※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

米澤汰真 上級　小学5年生男子35kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

新極真会和田岡道場 山﨑心楓 小学1・2年女子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

坂西柊真 初中級クラス小学2年男子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

福貴田泰生 選抜小学5年男子37kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

杉野友慎 初中級クラス 小学3年男子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

坂西優真 初中級　小5男子軽量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

花本一華 初中級クラス　小５女子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

花本天人 初中級クラス　中１男子47キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

真正会 伊東晃玖 選抜クラス中学1年男子47kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

安部紗友希 中級クラス年長男女混合※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

廣井康太 初中級小学6年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

中村爽汰 選抜小学6年男子40kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

黒堀旺祐 初中級クラス小学3年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

畠山航成 中級クラス　小学6年男子　40キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

南橋大翔 初中級小4男子（32kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

南橋美翔 選抜クラス小学2年女子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

吉岡心優 初中級クラス中学2・3年女子50㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

大前來虎 選抜クラス小学4年男子32㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

濵田晴咲 小学1年生女子の部 11/23関西ファイナルカップ

村岡光凛 選抜クラス小学2年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

村岡明凛 選抜クラス　小学5年女子35kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

竹下英希 リアルクラス　小学1年男子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

長木結愛 リアルクラス　小学4年女子32kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

中山櫂志 リアルクラス　小学5年男子37kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

和田凜香 中級　小学3年女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

荒木裕大 リアル　小学3年男子 30kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

藤川璃央 リアル　小学5年男子 35kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

福留大輝 中級クラス小学5年男子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

山下栄登 選抜小学2年男子※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

奥地千桜 選抜小学5年女子35kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

四元生恩 選抜小学5年男子37kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

竹内海吏 選抜クラス　小学6年男子　40キロ未満※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

福留拓也 中級クラス　小学2年男子 9/26全関西空手道選手権大会

辻頼樹 中級クラス　小学4年男子　32キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

真正会コムズ庄内通 内野遥暉 選抜クラス 中学１年生 男子 ４７kg以上※繰上 11/3全真カップ全東海大会

岡本美咲 初中級小2女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

間宮壮大 初中級小3男子（30kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

森上太翔 選抜小1男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

新極真会小豆餅道場

新極真会富士道場

真正会上村道場

心温塾

慎心会館

新極真会静岡富士道場

真正会小西道場

真正会大前道場

新極真会静岡支部

神州會

真正会小野道場

新極真会徳島西南支部

真正会筧道場

新極真会徳島北東あわじ支部

松武館高野尾支部



越野廉成 選抜小5男子（37kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

日浦颯大 選抜クラス小学5年男子37kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

伊藤瑠哉 選抜クラス中学2・3年男子無差別※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

大迫桂輔 選抜クラス小学6年男子40㎏以上の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

尾田亮真 選抜小学4年男子32kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

中川義仁 初中級小学3年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

伊澤啓吾 選抜クラス小学4年男子32kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

宮副隆 初中級クラス　小３男子重量 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

岡本大和 選抜クラス　小５男子37キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

杉山崚太 選抜クラス　中学1年男子　47キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

尾田悠真 上級　小4男子軽量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

真正会武河道場 大野力翔 選抜小学4年男子32kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

唐澤琉花 初中級クラス 小学３年生 女子 11/3全真カップ全東海大会

久野敬太 初中級クラス 小学４年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

林咲希 選抜クラス 小学２年生 女子 11/3全真カップ全東海大会

坂本蓮太 選抜クラス 小学４年生 男子 ３２kg未満※繰上 11/3全真カップ全東海大会

中村優月 小学2年生女子の部 11/23関西ファイナルカップ

松島華桜 上級クラス 小学5年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

中村美月 上級クラス 小学6年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

森祥太 上級クラス 小学6年男子（40kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

上垣内壱太 上級クラス 中学2・3年男子（53kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

真正会松本道場広島本部 茶藤大志 中学1年男子47kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

山﨑澪 選抜小2女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

和田陽葵 初中級クラス　小３女子※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

金子海里 組手　小学5年生女子の部 3/20こんぴら杯

河﨑梨穏 組手　小学６年生女子の部 3/20こんぴら杯

松井和久 小学4年生男子32kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

松井大空 中学1年男子47kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

古賀旭 中級　小学1年男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

鑓水秀馬 中級　小学4年男子 32kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

江藤椰倭 中級　中学1年男子 45kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

鑓水咲乃 リアル　小学1年女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

泉遥斗 初中級　年長 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

桑原陽斗 初中級　小６男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

宮本夏成 上級　小２男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

岩見大河 上級　中２・３男子重量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

河埜紗奈 上級　中２・３女子軽量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

新田獅恩 中級　小学4年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

棚橋優結 中級　小学6年生女子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

赤畑正道 中級　中学生男子50kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

田村かおり 上・中級　小学4年生女子統合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

品川明日愛 上級　小学1年生女子※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

阿部碧斗 上級　小学2年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

佐藤謙真 上級　小学4年生男子32kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

東大翔 上級　小学6年生男子40kg以上※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

栗林淳也 上級　中学生男子55kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

佐藤領政 上級　中学生男子55kg以上※繰上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

神武館大木道場 勝亦航太 小４男子30㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

田中樹 小１男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

山本琉偉 小１男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

菊池善 小２男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

山本凱士 小２男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

大古田汐栞 小２女子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

齋藤碧吹 小４男子30㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

増田旭翔 小６男子40㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

今成清心 小学１年男子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

佐藤蒼也 小学２年男子(無差別)※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

山本空羅 小学２年男子(無差別) 5/23東海南関東空手道選手権大会

髙橋虎太郎 小学３年男子(無差別)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

佐野留千果 小学３年女子(無差別)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

谷﨑聖羽 中学男子(４５ｋｇ未満)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

落合透哉 小学６年男子(４０ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

照井謙信 小学3年男子30kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

河上銀司 小学3年男子30kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

仁武塾 蔵本美咲 リアル　中２・３未満女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

一松仁 選抜小学4年男子32kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

吉田和生 選抜クラス　中２・３年男子53キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

一松秀 小学2年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

宮田崇琉 中学1年男子47kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

真盟会館堺金岡支部 福島聖弥 選抜小1男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

鎌田凌真 組手　小学６年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

浜名凌希 選抜クラス中学1年男子47kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

河﨑海翔 選抜クラス中学生男子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

伏見旬平 選抜クラス　小学2年男子の部 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

神武館野村道場

神武会

真正会松本道場

真盟会館泉佐野支部

真正会秀勇館

心道會

真武會

真正会 福永道場

眞琉會

神武会館



伏見優花 選抜クラス　小学5年女子の部35kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

竹原伝之助 選抜　小学1年男子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

渡部絢斗 選抜　小学5年男子37kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

廣瀬梅子 選抜　小学6年女子40kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

小松佳苗 選抜　中学1年女子45kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

民田優芽 選抜クラス 小学６年生 女子 無差別級 11/3全真カップ全東海大会

平原輝 選抜クラス 小学６年生 女子 無差別級 11/3全真カップ全東海大会

富永隼 小学4年生男子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

原口大輝 選抜小4男子（32kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

上原瑳祐 選抜クラス小学6年男子40kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

四宮柊矢 初中級クラス小学4年男子32㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

尾崎玲瓏 初中級クラス小学5・6年女子35㎏未満の部 4/18京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 選抜クラス中学2・3年男子53㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

竹本歩太 選抜クラス小学6年男子40㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

太田晴之空 選抜クラス小学5年男子37㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

田中美颯 選抜小学4年女子32kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

森本修哉 初中級クラス年長男女混合 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

原口直樹 初中級クラス小学4年男子※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

小柳蓮 選抜クラス小学5年男子37kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

日下貴凱 選抜クラス中学2・3年男子53kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

上原琥汰郎 中級クラス　中学2・3年男子　無差別 9/26全関西空手道選手権大会

三宅香名 初中級　小3女子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

西清一郎 初中級　小1男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

住江国遥 初中級　小2男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

竹本瑛人 初中級　小3男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

三宅隆公 初中級　小6男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

三宅理仁 初中級　中1男子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

高橋莉玖 上級　中2・3男子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

榮居大樹 初中級　中2・3男子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

新井煌騎 選抜クラス　中学1年男子の部47kg未満 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

上塚聖奈 初中級小学4年女子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

上塚幸弥 選抜クラス中学2・3年男子53kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

大司凛花 初中級小4女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

上野陸人 初中級小4男子（32kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

影山颯 選抜小6男子（40kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

本多陽菜乃 選抜クラス中学1年女子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

古川ソフィア 初中級クラス中学1年女子45㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

横尾瑞希 選抜クラス小学6年女子40㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤枝美和 初中級小学2年女子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

井上詩穏 初中級小学2年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

影山翠 選抜小学3年女子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

西村清礼 選抜小学6年女子40kg未満 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

誠空会日生中央道場 榮居明里 選抜中学1年女子45kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

伏野琥珀 組手　幼年・年少の部 3/20こんぴら杯

山脇絃暉 選抜クラス小学1年男子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

篠原善 選抜小学2年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

小笠原日咲 小学6年生女子無差別の部 11/23関西ファイナルカップ

石川聖大 幼年男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

宮代智尋 幼年男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

小柴竣 小１男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

尾澤映人 小１男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

二宮優香子 小１女子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

Benjamin Vetu 小２男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

石川友聖 小３男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

海野我空 小３男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

尾澤頼人 小４男子30㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

遠藤明日菜 小４女子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

小柴隆汰 小５男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

新井麻央 小５女子35㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

小川聖奈 小５女子35㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

池崎羚八 小６男子40㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

田中優多 小６男子40㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

松本心翔 小４男子30㎏未満選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

加藤笑麗 幼年(無差別)男女混合の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

與五澤太良 小学１年男子(無差別)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

折原漸 小学４年男子(３０kg未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

宮代万智人 小学４年男子(３０Kg以上)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

杉山煌太 小学５年男子(３５ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

遠藤來玲羽 中学女子(４５ｋｇ未満)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

吉澤杏織 中学女子(４５ｋｇ以上)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

成川晃裕 小学６年男子(４０ｋｇ未満)の部 5/23東海南関東空手道選手権大会

宮﨑泰粋 小学2年男子無差別※繰上 11/21報徳杯空手道選手権大会

聖空会山本道場 山下総士 上級　小学6年生男子40kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小池瑠璃 選抜　年長男女混合 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

誠空会池田総本部

遂心塾

静空塾

正援塾

誠空会大阪道場

誠空会

聖空会館 高砂道場



稲垣銀河 選抜　小学2年男子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

稲垣頼雅 選抜　小学4年男子32kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

岩尾隆生 初中級クラス 小学６年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

野口紗愛来 選抜クラス 中学１年生 女子 無差別級 11/3全真カップ全東海大会

稲垣龍芽 選抜クラス 小学６年生 男子 ４０kg未満 11/3全真カップ全東海大会

後藤悠次郎 中級　小学２年男子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

後藤伸太郎 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

安髙瑛翔 リアルクラス　中学１年男子４５ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

山本帆昴 選抜幼年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

藤原拓夢 選抜中学2・3年男子53kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

髙木志音 選抜小学3年男子30kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

村田こはる 小学6年女子クラス40kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

権出小春 選抜小学5年女子35kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

村上雄哉 選抜小学5年男子37kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

粕山歩夢 選抜小学5年男子37kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

白浜蓮清 選抜小学6年男子40kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

神田桃香 選抜中学1年女子45kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

伊井大翔 初級小学2年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

和田琉生 初中級クラス小学2年男子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

木下舞桜 選抜クラス　小学6年女子40kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

橋本逞 選抜クラス　小学4年男子　32キロ未満※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

綛谷真彩 選抜クラス　小学5年女子　35キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

伊藤千愛 選抜　小学4年女子32kg以上※繰上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

久保雄靖 小学4年男子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

小林祐太 選抜クラス　小学6年男子40kg未満 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

誠真会館清瀬道場 藤井結大 選抜クラス　小学4年男子32kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

川上雄太郎 選抜クラス　小学5年男子37kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

川上日菜乃 選抜クラス　中学2・3年女子50kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

荒井律輝 初中級クラス　小学1年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

島越龍政 初中級クラス　小学3年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

田中漣 選抜クラス　小学4年男子32kg未満  ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

栗田桃士朗 選抜クラス　小学5年男子37kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

寄川孝那 選抜クラス　小学5年男子37kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

飯塚人和 初中級クラス　中学1年男子47kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

誠真会館文京道場 櫻井友奈 選抜クラス　小学6年女子無差別 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

徳永煌明 選抜クラス小学3年男子30kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

石神勇斗 選抜クラス　小学6年男子40kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

石神心 選抜クラス　中学2・3年男子55kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

川端望 選抜クラス　小３女子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

徳永晴奏 小学6年生男子40kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

横井凜花 組手　幼年・年長の部 3/20こんぴら杯

村上絆心 組手　小学1年生男子の部 3/20こんぴら杯

石川稀隆 組手　小学1年生男子の部 3/20こんぴら杯

福田大珠 組手　小学２年生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

近藤希咲来 組手　小学２年生女子の部 3/20こんぴら杯

古川音色 組手　小学３年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

横井鉄生 組手　小学４年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

山口虎志 組手　小学６年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

白石燈愛 初中級　小１男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

星川琥太朗 上級　小２男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

近藤龍太郎 上級　小３男子※繰上 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

星川琉希 上級　小３男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

杉本彪真 上級　小４男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

塩崎颯真 上級　小４男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

近久琉陽 上級　小４男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

杉本楓梨 上級　小３女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

山口志乃 上・中級　小学4年生女子統合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

相原聖丸 上級　小学4年生男子32kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

加行玄龍 中級　小学５年男子３５ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

渕本悠 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

長谷川陽莉 初中級クラス　小２女子※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

村上恭介 初中級クラス　小１男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

島谷紗世 選抜クラス　小６女子40キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

有馬公志 選抜クラス　小２男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

村上律人 選抜クラス　小３男子30キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

谷岡志哉 選抜クラス　小３男子30キロ以上※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

金城琉依 選抜クラス　小３男子30キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

工藤耀 選抜クラス　小４分32キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

村上一護 選抜クラス　小５男子37キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

長谷川春翔 小学4年生男子32kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

矢野珠唯 小学3年生男子30kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

𠮷𠮷田光我 小学3年生男子30kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

矢野太晴 年長男女混合の部 11/23関西ファイナルカップ

林希衣 小学4年生女子32kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

誠真会館杉並道場

誠真会館東伏見道場

聖拳武館

聖心會

誠真会館秋津道場

清松会

成心會

聖心會泉大津道場

正道会館甲斐道場

正道会館元気道場

正道会館KCIEL

正道会館総本部

正道会館元気道場大東支部

正道会館元気道場吹田支部



本間唯人 小学4年生男子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

正道会館健明館豊橋本部 大槻銀次 選抜　中学2・3年男子53kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

伊豫田虎大朗 選抜　小学5年男子37kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

原田心愛 選抜クラス　小学4年女子　32キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

浅野桔平 選抜中1男子（47kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

山口湊斗 中級　小学2年男子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

安藤暖琉 中級　小学3年男子30kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

渡瀬隼 中級　小学4年男子32kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

成田笑瑠 選抜　小学3年女子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

竹内優之輔 上級　小3男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

門平大和 選抜クラス　中学1年男子の部47kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

八田かれん 小学2年生女子の部 11/23関西ファイナルカップ

堀田煌聖 中級　小学5年男子37kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

伊豆田蒼七 中級　小学5年女子35kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

小原光太郎 中級　中学2・3年男子53kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

竹本楓 選抜　小学5年女子35kg以上※繰上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

古川統真 選抜　小学6年男子40kg以上※繰上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

大島えみり 中級　小学6年女子40kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

中村有貴 選抜　中学1年男子47kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

舘悠真 選抜　中学1年男子47kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

横地ひなた 選抜　中学2・3年女子50kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

庄野由希也 小学5年生男子37kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

正道会館青雲会 白石悠真 初中級　幼年※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

木本嵐 中級　小学4年男子32kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

幸島優翔 選抜　小学2年男子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

的場銀士 選抜クラス　小学5年男子の部37kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

大友善 小学１年男子クラス 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

赤土愛奈 初中級クラス　幼年年長※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

松下璃音 中上級クラス　小学1年女子 9/26全関西空手道選手権大会

北口暖大 中級クラス　小学3年男子　30キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

松下蓮音 年長男女混合の部 11/23関西ファイナルカップ

吉野百奈美 小学3年生女子の部 11/23関西ファイナルカップ

越野凛太朗 小学4年生男子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

西本彪華 小学5年生男子37kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

出口瑛士 選抜小学1年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

辻莉乃 選抜小学5年女子35kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

大浴元気 選抜中学1年男子47kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

辻正真 選抜中学2・3年男子53kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

岩井颯音 小学6年男子クラス40kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

吉川尚 小学3年生男子30kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

秋山輝 選抜小学2年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

山本裕也 選抜小学5年男子37kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

榊原緑心 選抜中学1年男子47kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

山本妃莉 中学1年女子クラス45kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

白井伽菜子 上級　小5女子軽量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

伊勢田武典 初中級　小５男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

元田大介 上級　中２・３男子重量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

濱田悠斗 上級　中１男子軽量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

伊達真凜 選抜中1女子（45kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

栗坂優衣 初級クラス 小学3年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

正道会館菱川道場倉敷支部 祖開陽南 中学1年女子45kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

倉橋夏海 選抜クラス小学4年女子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

倉橋鉄人 選抜クラス中学1年男子47kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

東郷天太 中級　小学5年男子37kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

渡辺莉央 リアルクラス　小学6年男子40kg以上※繰上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

岡﨑丈 リアルクラス　中学1年男子47kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

谷村勝斗 リアルクラス　中学2・3年男子53kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

矢島裕音 小学5・6年女子40kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

小澤歩実 幼年女子無差別 11/21報徳杯空手道選手権大会

向田華乃 初級クラス 小学2年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

向田瑞基 上級クラス 小学3年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

金坂亘 上級クラス 小学3年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

古屋颯 上級クラス 小学4年男子（32kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

山﨑昴 上級クラス 中学2・3年男子（53kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

誠風会 藤田絢音 初中級クラス　小学5年女子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

小野政哉 中級クラス小学3年男子30kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

菊地玄 選抜クラス　小学4年男子32kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

聖武会館本部 元田魁 選抜クラス　小学5年男子　37キロ未満※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

聖武会館西宮支部 水野透麻 選抜クラス小学5年男子37kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

聖武会館小野寺道場 芥川晴万 小学5年生男子37kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

聖武千真會 井久保奏音 選抜クラス小学4年男子32kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

服部匠真 選抜小6男子（40kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

河村竜之介 初中級クラス 小学３年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

石井勇吏 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

正道会館健明館

聖武会館

正道会館兵庫県本部

正道会館矢島道場

正道会館菱川道場

正道会館真正館

正道会館team蓮

正道会館大河道場

正道会館善正和會

正道会館髙雄道場

清武会三重道場

正道会館新心館

正道会館靭優会

正道会館宮崎

正道会館戸田道場

正道会館米子支部



松本徠希 リアル　小学4年男子 32kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

梅田らん子 リアル　中学1年女子 45kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

岩口紗藍 中学2・3年女子クラス50kg未満 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

下野真央 選抜クラス 中学２・３年生 女子 ５０kg未満 11/3全真カップ全東海大会

祖父江洋斗 選抜クラス 小学４年生 男子 ３２kg未満 11/3全真カップ全東海大会

祖父江海斗 選抜クラス 小学６年生 男子 ４０kg以上 11/3全真カップ全東海大会

垣内杏 選抜クラス小学5年女子35㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

垣内蓮 選抜クラス小学6年女子40㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤田心和 選抜小学6年女子40kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

丸林航大 選抜小学6年男子40kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

村上剣心 小学6年男子クラス40kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

堀田優月 中学1年女子クラス45kg未満 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

藤田明羽 選抜クラス　小４女子32キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

世界総極真釘嶋道場 柴崎心希 小学5年女子35㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

都築梨那 選抜クラス小学2年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

桐原歩夢 選抜クラス小学6年男子40kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

都築莉玖 選抜クラス小学6年男子40kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

田口心道 選抜　中学1年男子47kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

小澤誠太朗 選抜　中学2・3年男子53kg以上※繰上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

戸次健人 選抜クラス 小学３年生 男子 ３０kg以上※繰上 11/3全真カップ全東海大会

善行塾 彦坂飛冴 選抜クラス 小学６年生 男子 ４０kg未満※繰上 11/3全真カップ全東海大会

荒木佑斗 選抜小3男子（30kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

東條志信 選抜小4男子（32kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

戸田丞 選抜小学3年男子30kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

岡部神風 選抜小学5年男子37kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

東口奏 選抜小学6年男子40kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

辻西由登 選抜中学1年男子47kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

岡部こころ 選抜中学2・3年女子50kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

中村悠吾 選抜小学4年男子32kg以上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

今北勇心 選抜クラス小学2年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

千葉聖斗 選抜クラス小学4年男子32kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

宮本俐輝 選抜クラス小学5年男子37kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

今北風晴 選抜クラス小学5年男子37kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

千葉遥斗 選抜クラス小学6年男子40kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

外岡真衣 初中級クラス　小学4年女子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

若本光世 選抜クラス　小６男子40キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

中村圭吾 選抜クラス　小１男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

荻野永美花 中級　中学1年女子45kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

荻野心子 選抜　小学4年女子32kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

中村裕二 選抜　中学2・3年男子53kg未満※繰上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

水谷義塁 選抜中学1年男子47kg未満 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

福井美咲斗 初中級クラス 小学４年生 女子 11/3全真カップ全東海大会

森下開陸 選抜クラス 中学２・３年生 男子 ５３kg以上※繰上 11/3全真カップ全東海大会

福山由真 選抜クラス小学3年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

福山傑友 中級　幼年男子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

荒木千奈 初級小学1年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

船中颯人 選抜小学3年男子30kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

地蔵悠人 選抜小学4年男子32kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

紀佑篤 初中級クラス 小学1年男子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

坂倉花菜 選抜中1年女子（45kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

坂倉虎太郎 選抜クラス 小学６年生 男子 ４０kg以上 11/3全真カップ全東海大会

総円心館 青山遼大 上級　小６男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

生口新 選抜クラス　小学3年男子の部 30kg以上※繰上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

𠮷𠮷村悠 選抜クラス　小学5年男子の部37kg以上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

奥山智 選抜クラス　中学2・3年男子の部53kg未満※繰上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

山下龍輝 選抜クラス　中学2・3年男子の部53kg未満※繰上 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

桜木珠里 中級　小学3年女子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

鬼束くれあ 中級　小学5年女子35kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

横山真麻 リアルクラス　幼年男女混合 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

加藤悠愛 リアルクラス　小学4年女子32kg未満※繰上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

高橋勘汰 リアルクラス　小学4年男子32kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

古城宏弥 リアルクラス　小学5年男子37kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

後城好雄 リアルクラス　小学5年男子37kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

杉尾空毅 リアルクラス　中学2・3年男子53kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

松浦康生 リアルクラス　中学2・3年男子53kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

大空會 鹿島春菜 初中級クラス小学6年女子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

重松亜実衣 選抜　小学2年女子 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

早川友基 選抜　小学4年男子32kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

重松佑星 選抜クラス 小学５年生 男子 ３７㎏未満 11/3全真カップ全東海大会

大心道場 名嘉眞汐梨 小学5年生女子35kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

岩切千紘 リアル　小２女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

田﨑沙羅 リアル　中２・３以上女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

小佐井太清 リアル　中学2・3年男子 50kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

田﨑葵 リアル　小学6年女子 40kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

全真会館四日市支部

大心館

世界全極真兵庫県米山道場

全真会館福島本部

全真会館中部本部

世界闘英館

清凛館

全真会館名古屋本部

誠武塾

田﨑道場

全真会館阿倍野本部

叢林塾

創拳塾



神殿未羽 選抜クラス　小学6年女子40kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

薮本風依 選抜クラス　中１女子45キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

根本心絆 上級　小6女子重量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

上平帆夏 上級　小6女子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

山﨑凌大 初中級小6男子（40kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

阿部佳太 選抜小6男子（40kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

堂阪瑚々祢 中級クラス小学6年女子40kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

鈴木輝 選抜クラス　小学１年男子 9/26全関西空手道選手権大会

堂阪瑠依榎 小学5年生女子35kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

榎本茉莉 選抜クラス小学6年女子40kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

浮田幹士 初中級中学1年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

原田葵生 上級　小6男子重量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

天翔塾 福﨑ひなの リアルクラス　中学２・３年女子５０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

土井道場 山下璃徠 初中級クラス　中１男子47キロ以上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

闘輝会館 高橋京芽 上級クラス 小学1年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

清金奏斗 初中級　年長 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

白石絢心 初中級　小４女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

大島悠珠 初中級　小４女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

田口未來 初中級　小５女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

西山凜 初中級　小６女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

武智貫人 上級　小５男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

道真會館 本部道場 野本生真 組手　小学５年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

井出晴人 組手　小学５年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

吉田京生 組手　小学６年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

三木琉誠 上級　小６男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

清水ひより 上級　小６女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

徳井隆介 上級　中２・３男子軽量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

山本雄一 上級　中１男子重量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

濱田心音 上級　小学5年生男子35kg未満 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小池律誠琉 組手　幼年・年少の部 3/20こんぴら杯

藤原柊斗 組手　小学３年生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

破道会館 山村玲朱 上級　中1女子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

原道場 樋口銀雅 組手　小学５年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

石川夏漣 選抜クラス小学5年女子35kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

河野真心 選抜クラス小学5年男子37㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

平木亮宇 選抜クラス小学5年男子37㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

脇凛々子 中級クラス　小学4年女子　32キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

脇一生輝 選抜クラス　小学6年男子　40キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

白蓮会館石橋支部 村岡達也 選抜クラス小学3年男子30kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

栄海之進 選抜クラス小学3年男子30kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

石川彪我 選抜クラス小学3年男子30kg以上※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

夏山李空 選抜クラス小学5年男子37kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

上口楓人 選抜クラス小学4年男子32㎏以上の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

辻姫夢 選抜小学2年女子※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

橋本一毅 選抜小学4年男子32kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

石原成 選抜小学4年男子32kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

辻愛輝斗 選抜中学1年男子47kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

白蓮会館 岸和田支部 藤原大耀 選抜クラス　小学6年男子40kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

白蓮会館堺支部 速水初唯 選抜クラス　小４女子32キロ以上※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

白蓮会館佐賀道場 龍悠斗 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

勝清真 選抜クラス小学５年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

泉心 小学3年男子クラス30kg未満 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

樋本楓 小学4年女子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

渡邊剛 選抜クラス　幼年男女混合 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

佐藤絆太 選抜クラス　小学3年男子30kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

野見山然宇 選抜クラス　小学3年男子30kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

白蓮会館大東支部 馬場一颯 初中級クラス小学6年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

渡部旺志郎 中級クラス小学3年男子30kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

勝村柘斗 選抜クラス小学4年男子32kg以上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

岡山月輝 小学6年男子40㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

橋本怜 選抜クラス　小学1年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

松澤歩夢 選抜クラス　小学1年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

鶴田大洋 選抜クラス　小学3年男子30kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

松尾一志 リアル　幼年男女混合 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

嘉村賀志 リアル　小学5年男子 35kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

田頭魁斗 初中級クラス　小２男子重量 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

平尾泰誠 初中級クラス　小５男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

辻本善 選抜クラス　中学1年男子　47キロ未満※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

藤原汐杏 選抜小3女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

六嶋晴呂 初中級中1男子（47kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

六嶋玲乃 中級クラス小学2年女子※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

親川永良 選抜クラス小学4年男子32kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

藤原有彩 選抜クラス中学2・3年女子無差別※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

森伊代菜 中級クラス　小学5年女子　35キロ未満※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

白蓮会館湘南鎌倉支部

白蓮会館内藤道場

龍壱道場

白蓮会館東京墨田

白蓮会館池田支部

日本空手道如水会館 今治

道真会館

白蓮会館東大阪北支部

道真会館 松本道場

白蓮会館羽曳野

白蓮会館天満支部

日本空手道如水会館

天志道場新千里支部

白蓮会館大阪狭山支部

天志道場



黒木迅 上級　小4男子軽量級※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

大谷一心 選抜中1男子（47kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

大森政之介 選抜中2・3男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

大森成真 選抜クラス小学4年男子32㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

大谷慶心 選抜クラス中学1年男子47㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

清本くるみ 初中級クラス　小学1・2年女子の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

白蓮会館姫路南支部 小田朝陽 選抜クラス中学2・3年男子53kg未満※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

原田陽太 中級　小学５年男子３５ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

山下晃生 中級　中学１年男子４５ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

山下竜生 リアル　中学1年男子 45kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

文能元輝 選抜クラス中学2・3年男子53kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

竹内優奈 小学4年女子クラス32kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

友林柑奈 小学4年生女子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

米田永羽 中学2・3年男子クラス53kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

内藤善斗 選抜クラス　小２男子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

田嶋梓 組手　幼年・年長の部 3/20こんぴら杯

北嶋塁 組手　小学1年生男子の部 3/20こんぴら杯

大畠成惺 組手　小学２年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

日原愛弥 組手　中学生男子上級の部 3/20こんぴら杯

日原愛裕 組手　中学生男子上級の部 3/20こんぴら杯

田嶋尊 組手　中学生男子上級の部 3/20こんぴら杯

佐藤太陽 選抜小学2年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

小野絆菜 選抜小学1年女子※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

佐藤翼 上級クラス 小学5年男子（37kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

小野珠菜 上級クラス 中学2・3年女子（50kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

沼田倖花 リアル　小２女子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

羽根凪咲 リアル　小４女子３０未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

井上優愛 リアル　小学5年女子 35kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

藏本琉愛 組手　小学３年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

島貴大 組手　小学４年生男子・初級の部 3/20こんぴら杯

藏本理央 初中級　年少・年中 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

藤田泰至 初中級　小１男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

木村修弥 初中級　小１男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

小野泉龍 初中級　小１男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

田尾龍珠 上級　小５男子※繰上 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

吉村妃 上級　小３女子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

木村透也 中級　小学5年生男子 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

武井桃子 中学女子45㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

武井大将 中学男子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

藤﨑翔琉 初中級クラス　小学4年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武井将志 選抜クラス　小学4年男子32kg以上 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

山本貫太 選抜クラス　中学1年男子47kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武心会 田辺麻桜 選抜クラス　小学1年女子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武心会（加賀） 前川蒼士郎 選抜クラス　小学3年男子の部 30kg未満 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

武真会 大神一聖 選抜クラス　中学1年男子47kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

衛藤桜雅 リアル　小学1年男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

宮脇漣 リアル　小学2年男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

武心塾カラテ 茅ヶ崎海岸支部 久保本瑛笑 初中級クラス　小学4年女子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

茂木琉空斗 中学男子55㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

髙澤登矢 中学男子55㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

田熊透 選抜クラス　中学2・3年男子53kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

金子和花 初中級クラス　小学6年女子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

加藤蒼祐 初中級クラス　小学6年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

武田瑛太 初中級クラス　小学5年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

山本心太郎 中級　中学1年男子47kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

髙須晴至 小学5年生男子37kg未満の部 11/23関西ファイナルカップ

杉谷信明 組手　幼年・年長の部 3/20こんぴら杯

小原彩愛 初級クラス 小学4年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

尾﨑良真 小学1年男子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

高橋太朗 小学6年男子40㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

下田龍星 選抜クラス　中学1年男子47kg未満※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

森田悠斗 初中級クラス　中学2・3年男子53kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

森田奏斗 選抜クラス　小学2年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

亀井胡太朗 選抜クラス　小学5年男子37kg以上 ※繰上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

菅原美優雅 初中級小5女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

池田桃子 選抜小6女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

佐瀬歩希 選抜クラス小学6年女子40㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

五嶋紗英 選抜クラス小学4年女子32㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

久賀柚奈 選抜小学4年女子32kg以上※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

長尾杏虹 小学4年男子クラス32kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

奥村悠央 選抜クラス　小学5年男子35kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

明城颯人 初中級クラス　小４男子軽量※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

浦崎佑凪 選抜クラス　中２・３女子50キロ未満※繰上 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

藤本光輝 初中級　小4男子 11/3正援塾大阪ジュニア大会

北斗會さいたま支部中平道場

白蓮会館八尾南支部

北斗會中平道場

牧山道場

福田道場

武仁會

武道空手練

武将會

白蓮会館福岡道場

白蓮会館東大阪南支部

深野道場

武煌会館

北辰一闘拳 千葉道場

白蓮会館八尾西支部

峰武塾



牧山道場寝屋川支部 木村徳希 中級クラス　中学1年男子　無差別 9/26全関西空手道選手権大会

金城壮志 選抜クラス中学1年男子47㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

大沢匠 選抜クラス小学1年男子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

村上大夢 初級小学5年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

吉田哲起 選抜クラス　小学3年男子30kg以上の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

高野太志 選抜クラス　小学5年男子35kg以上の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

渡利奏 選抜クラス　中学1年男子45kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

松岡道場 青野小太郎 選抜クラス　中学2・3年男子55kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

赤間俐月 選抜クラス小学６年男子軽量※繰上 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

赤間海莉 選抜クラス中学生女子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

城取楽太朗 小３男子選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

市川雷善 小６男子40㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

植田健充 中学男子重量級55㎏以上選抜 3/28静空塾ジュニア空手道選手権大会

加藤大知 小学３年男子(無差別)の部※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

山下桜介 小学２年男子(無差別)※繰上 5/23東海南関東空手道選手権大会

松原莉久斗 小学4年男子32kg以上 11/21報徳杯空手道選手権大会

山下蓮介 小学5年男子37kg未満 11/21報徳杯空手道選手権大会

新村侑弥 小学5年男子37kg以上 11/21報徳杯空手道選手権大会

安部乃々葉 選抜小5女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

竹田大悟 初中級小学5年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

児玉梨華 選抜小学4年女子32kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

垣内悠里 初中級クラス　小学3年女子の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

安部駒浬 選抜クラス　小学4年女子32kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

阿部優月 選抜クラス　小学4年女子32kg未満の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

宮本ことは 中級クラス小学1年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

福盛美咲 中級クラス小学3年女子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

玉井佑樹 中級クラス小学4年男子32kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

上田蘭 初中級年中男女混合 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

上田翔希 選抜小2男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

大西舞音 選抜小5女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

塩見琉斗 選抜小5男子（37kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

宮本汰地 選抜中1男子（47kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

柴村紬来 選抜中1男子（47kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

塩見勇翔 選抜中2・3男子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

本庄凌 選抜小6男子（40kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

池尻未来 組手　小学３年生女子の部 3/20こんぴら杯

北井琉飛海 組手　小学４年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

北井海音來 組手　小学２年生女子の部 3/20こんぴら杯

橋本好右 中級クラス小学2年男子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

中谷龍仁 選抜クラス小学2年男子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

渡部雅明 選抜クラス小学5年男子37kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

黒田征嗣 選抜クラス小学5年男子37kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

木村颯冴 選抜クラス中学2・3年男子53㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

山﨑公太 選抜クラス中学1年男子47㎏未満の部 4/18京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 選抜クラス中学1年男子47㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

福盛耀斗 選抜クラス中学1年男子47㎏未満の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

難波春寧 選抜中学2・3年女子50kg未満※繰上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

森下瑛斗 選抜小学6年男子40kg未満※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

池尻永遠 選抜小学6年男子40kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

今城海翔 初中級クラス中学1年男子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

中井琥太郎 中級クラス　小学5年男子　37キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

吉岡勇優 選抜クラス　中学2・3年男子　53キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

木村海翔 初中級クラス 小学２年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

桑原淳太 選抜クラス　小学6年男子の部40kg未満 11/14美の国杯ジュニア空手道選手権大会

宮宗琥心 小学2年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

佐々木大悟 選抜小3男子（30kg以上) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

井関琥太郎 選抜クラス小学2年男子※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

白井悠生 選抜クラス小学4年男子32kg以上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

中川颯太 選抜クラス小学5年男子37kg未満 ※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

嶋津晴喜 選抜クラス小学6年男子40kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

中川悠翔 選抜クラス小学2年男子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

香山銀之介 選抜クラス小学5年男子37㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

藤浦幸之助 選抜小学1年男子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

藤原絢香 初中級クラス小学4年女子※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

髙橋克樹 選抜クラス　小学3年男子30kg未満の部※繰上 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

宮本瑛史 中級クラス　小学5年男子　37キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

宮本海志 中級クラス　小学6年男子　40キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

髙橋志侑 選抜クラス　中学1年男子　47キロ以上※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

鈴木花香 中級クラス小学4年女子32kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

窪田実莉 中級クラス小学4年女子32kg以上※繰上 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

森健典 中級クラス小学6年男子無差別 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

三富桜麗 小学1年女子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

井上心結 初中級クラス小学５・６年女子35㎏以上の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

畠山結衣 初級小学5年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

宮野道場伊丹支部

宮野道場

松原道場

松島空手

宮野道場茨木支部

宮崎道場八尾

誠會

宮野道場本部



本岡琥太郎 選抜小学5年男子37kg以上 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

野澤瑠美 初中級小学5年女子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

野澤結美 初中級クラス小学2年女子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

宮野道場須磨支部 藤山兼匠 選抜クラス小学3年男子30kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

三ヶ島小夏 選抜クラス　中学2・3年女子50kg未満 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

大場孔揮 選抜クラス　中学2・3年男子53kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

吉廣泰成 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

三浦立成 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

池田舜太 初中級　小２男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

髙田凛之輔 中級　小学2年生男女混合 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

小川聖斗 リアル　中学2・3年男子 50kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

吉田湊 リアル　小３男子３０未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

岩本創 中級　小学3年男子 30kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

山中茉生 リアル　小学4年男子 32kg未満 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

森徹平 リアルクラス　小学6年男子40kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

森涼駕 リアル　小４男子３２以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

田中そら 選抜小学1年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

廣畑和沙 選抜クラス小学5年女子35kg未満 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

谷口翠春 選抜クラス　年中男女混合 9/26全関西空手道選手権大会

谷口蒼空 選抜クラス　小学2年男子※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

野田樹空 組手　幼年・年長の部 3/20こんぴら杯

野田煌道 上級　小５男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

今井梨瑚 中級　小学5年女子35kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

勝連未結菜 選抜　小学6年女子40kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

加藤宥希 選抜クラス中学1年男子47kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

奥村沙來 選抜クラス　中学2・3年女子　50キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

北川怜歩 選抜クラス 小学２年生 男子※繰上 11/3全真カップ全東海大会

北川夢絃 選抜クラス 幼年 男女混合※繰上 11/3全真カップ全東海大会

勇心会館 瀬尾俊介 初級クラス 小学1年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

勇心会館 毎熊己市 初級クラス 小学6年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

北幸 中学2・3年女子クラス50kg以上 8/15第6回リアルチャンピオンシップ決勝大会

重松凜 中学女子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

増子遥稀 中学男子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

四元海斗 中学男子45㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

四元大地 中学男子55㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

吉岡沙月 小学3年女子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

北さくら 小学3年女子 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

高橋凪 小学4年男子32㌔未満 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

増子遼大 小学6年男子40㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

石川一花 組手　幼年・年中の部 3/20こんぴら杯

石川聖 組手　小学２年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

髙岡日向 組手　小学６年生男子・上級の部 3/20こんぴら杯

渡邊健翔 初中級　小４男子 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

園部杏珠 上級　小１女子※繰上 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

瀬良勇陽 上級　中１男子軽量 7/4リアルチャンピオンシップ愛媛県予選大会

関岡湊斗 上級　小学4年生男子32kg以上 9/12リアルチャンピオンシップ四国予選大会

三間奏音 組手　小学６年生女子の部 3/20こんぴら杯

高藤柚希 中級クラス小学1年男子 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

橋本龍之介 選抜クラス小学3年男子30㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

鉄尾翔空 選抜クラス小学1年男子の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

南方海至人 選抜クラス小学6年男子40㎏以上の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

川村拓久心 選抜クラス小学6年男子40㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

中尾徠 初級小学6年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

小林秀太郎 選抜小学3年男子30kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

中岸愛琉斗 選抜クラス　小学3年男子　30キロ以上 9/26全関西空手道選手権大会

前田陽斗 上級　小5男子軽量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

前田結斗 上級　小1男子※繰上 11/3正援塾大阪ジュニア大会

優弥道場 山本笑心 選抜クラス　小学4年女子32kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

可知来生 小学4年男子32㌔以上 9/18第3回関東魁空手道選手権大会

堀越稟翔 初中級クラス　小学2年男子 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

小泉廉 選抜クラス　小学4年男子32kg以上 11/14リアルチャンピオンシップ選抜東京大会

羅漢塾 原田龍之介 上級　中2・3男子軽量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

蔭山いろは 選抜クラス小学2年女子 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

江川果穂 選抜クラス　小５女子35キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

鴛海勇吹 中級　小学４年男子３０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

吉永琥愛 リアルクラス　小学３年女子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

今戸新 リアルクラス　小学２年男子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

吉永虎珀 リアル　小学5年男子 35kg以上 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

樺澤継志 選抜クラス小学３年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

松村元稀 選抜クラス小学４年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

清水大芽 選抜クラス小学５年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

田邉快理 選抜クラス小学６年男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

岩城遥斗 選抜クラス小学６年男子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

遠藤麗司 選抜クラス中学生男子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

力心塾今戸道場

四葉会

勇誠会 井上道場

悠心道場

勇輝会館

力愛会

祐心会尾張旭支部

勇健塾

優心塾

無門塾

森道場

祐心会

宮野道場三田支部

理心館

無限勇進会



吉田一葵 選抜クラス中学生男子重量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

樺澤美夢 選抜クラス中学生女子軽量 5/9第3回リアルチャンピオンシップ東日本選抜大会

新實礼磨 選抜　小学3年男子30kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

押切大輝 選抜　小学5年男子37kg未満 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

本杉一颯 選抜中学1年男子47kg以上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

鎌谷花暖 選抜クラス 幼年 男女混合 11/3全真カップ全東海大会

本杉一騎 選抜クラス 小学２年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

花岡蓮太 中級　小学2年男子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

花岡壱華 中級　小学4年男子32kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

井上翼 中級　中学2・3年男子53kg以上 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

寺原希心 リアルクラス　小学2年男子 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

浦田七斗 リアルクラス　小学4年男子32kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

野口柚里香 リアルクラス　幼年男女混合 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

石川杏菜 リアルクラス　小学３年女子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

久保田紗奈 リアルクラス　小学４年女子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

山下結羽 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

石川恵叶 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

野口元希 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

金子桃太 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

有田空矢 リアルクラス　中学２・３年男子５０ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

早川愛結 リアルクラス　小４女子３０kg未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

白木大空 リアルクラス 小５男子３５kg未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

南原士龍 リアルクラス 中学１年男子４５kg未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

木下沙良 リアルクラス 中学１年女子４５kg未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

原瑠姫 リアルクラス中学２・３年女子５０kg以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

髙倉陸空 中級　小学2年男子 10/31リアルチャンピオンシップ九州ブロック南九州予選会

小田朝陽 初中級クラス 小学５年生 男子 11/3全真カップ全東海大会

小田太陽 選抜クラス 中学１年生 男子 ４７kg未満※繰上 11/3全真カップ全東海大会

流心會館 濵本蒼太 初級クラス 小学3年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

流心会館淀江支部 市田結苺 中上級クラス　小学1年女子※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

田中聖 選抜小学3年女子 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

田中雲雀 選抜中学2・3年女子50kg以上※繰上 6/27全真カップ全関西空手道選手権大会

木村優菜 初中級クラス　小６女子 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

三谷姫愛 選抜小2女子 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

芝野太誠 幼年男女混合の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

河野結叶 初中級クラス小学４年男子32㎏未満の部 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

東山実乃梨 初中級クラス小学4年女子の部※繰上 4/18京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会

安積琉 初級小学1年男子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

段依林 初級小学2年女子 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

段愛林 初中級クラス 幼年男女混合の部 8/22WING９大阪東部空手道選手権大会

河野陽大 中級クラス　小学1年男子※繰上 9/26全関西空手道選手権大会

立石律貴 中級クラス　小学4年男子　32キロ未満 9/26全関西空手道選手権大会

百木野悠 初中級　小5男子重量級 11/3正援塾大阪ジュニア大会

藤田丈太郎 小学2年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

堺谷亘 小学2年生男子の部 11/23関西ファイナルカップ

山本瑛斗 選抜小4男子（32kg未満) 3/7リアルチャンピオンシップ選抜奈良大会

中西涼青 選抜　小学4年男子32kg以上 5/30リアルチャンピオンシップ中部選抜大会

輪道会 河和支部 山下玲音 選抜クラス 小学３年生 男子 ３０kg未満 11/3全真カップ全東海大会

励拳塾 原拓未 中級　中学１年男子４５ｋｇ以上 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

冨永愛優凛 リアルクラス　小学２年女子 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

冨永虎太朗 リアルクラス　中学２・３年男子５０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

冨永凛々華 リアルクラス　中学1年女子45kg未満 7/18リアルチャンピオンシップ九州ブロック二次予選会

塚原健 初級クラス 小学5年男子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

岡本凌雅 上級クラス 小学6年男子（40kg未満）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

渡辺聖愛 上級クラス 中学1年女子（45kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

木村彪悟 上級クラス 中学1年男子（47kg以上）の部※繰上 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

塚原逞 上級クラス 中学1年男子（47kg以上）の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

黎明塾 若林美紗 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ未満 6/6リアルチャンピオンシップ九州ブロック一次予選会

平瀬拳 選抜クラス　中１男子47キロ未満 9/18南大阪ジュニア空手道選手権大会

小谷桜子 初級クラス 小学1年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

中村七菜 初級クラス 小学6年女子の部 11/28第10回流心杯空手道選手権大会

烈士塾総本部 山下倖暖 小学5年生男子37kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

烈士塾大屋支部 藤盛咲貴 小学4年生女子32kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

烈士塾城崎支部 武藤辛一 小学5年生男子37kg以上の部 11/23関西ファイナルカップ

烈士塾豊岡支部 石谷涼晟 選抜クラス小学5年男子37kg以上※繰上 7/4宝塚カップジュニア空手道選手権大会

松本拓己 選抜クラス小学4年男子32kg未満 3/28リアルチャンピオンシップ選抜神戸大会

井上大和 選抜小学5年男子37kg未満 6/20リアルチャンピオンシップ近畿大会

琉道會館

龍王塾

龍士會

立志会

烈士塾和田山支部

礼仁會

輪道会

琉神會

励心館

烈士塾

涼風会
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