
初心 幼年(年少・年中) 第１回戦 1～2 初心 小２男子 第１回戦 1～3

初心 幼年(年長) 第１回戦 3～6 初心 小２男子 第２回戦 4～11

初心 幼年(年少・年中) 準決勝 7～8 初心 小３男子 第１回戦 11a～14

初心 幼年(年長) 準決勝 9～10 初心 小４男子 第１回戦 15～20

初心 小２女子 準決勝 11～12 初心 小２男子 第３回戦 21～24

初心 幼年(年少・年中) 決勝 13 初心 小３男子 第２回戦 25～28

初心 幼年(年長) 決勝 14 初心 小４男子 第２回戦 29～32

初心 小２女子 決勝 15 初心 小２男子 準決勝 33～34

初心 小1男子 第１回戦 16～23 初心 小３男子 準決勝 35～36

初心 小３女子 第１回戦 24 初心 小４男子 準決勝 37～38

初心 小1男子 第２回戦 25～28 初心 小２男子 決勝 39

初心 小３女子 準決勝 29～30 初心 小３男子 決勝 40

初心 小５女子 準決勝 31 初心 小４男子 決勝 41

初心 小1男子 準決勝 32～33

初心 小３女子 決勝 34

初心 小５女子 決勝 35

初心 小６女子 決勝 36

初心 小1男子 決勝 37

初心 小５男子 第１回戦 1～2 初中級 小３男子 第１回戦 1～3

初心 小５男子 第２回戦 3～6 初中級 小２男子 第１回戦 4～9

初中級 幼年男女 第１回戦 7 初中級 小３男子 第２回戦 10～17

初心 小５男子 準決勝 8～9 初中級 小４男子 第１回戦 18～20

初心 小６男子 準決勝 10～11 初中級 小２男子 第２回戦 21～24

初中級 幼年男女 準決勝 12～13 初中級 小３男子 第３回戦 25～28

初心 小５男子 決勝 14 初中級 小４男子 第２回戦 29～32

初心 小６男子 決勝 15 初中級 小２男子 準決勝 33～34

初心 中１男子 47㎏未満 決勝 16 初中級 小３男子 準決勝 35～36

初中級 幼年男女 決勝 17 初中級 小４男子 準決勝 37～38

初中級 小１女子 準決勝 18～19 初中級 小２男子 決勝 39

初中級 小２女子 準決勝 20～21 初中級 小３男子 決勝 40

初中級 小３女子 準決勝 22 初中級 小４男子 決勝 41

初中級 小４女子 準決勝 23

初中級 小１女子 決勝 24

初中級 小２女子 決勝 25

初中級 小３女子 決勝 26

初中級 小４女子 決勝 27

初中級 小５女子 第１回戦 28～29

初中級 小６女子 第１回戦 30

初中級 小１男子 第１回戦 31

初中級 小５女子 準決勝 32～33

初中級 小６女子 準決勝 34～35 本線 延長 再延長
初中級 小１男子 準決勝 36～37 幼年～中学生 １分半 １分
初中級 小５女子 決勝 38 幼年～中学生（ベスト４より） １分半 １分 １分
初中級 小６女子 決勝 39

初中級 小１男子 決勝 40

試合時間

◆リアルチャンピオンシップ選抜　全真カップ　全関西空手道選手権大会　大会進行◆

第２部（ジュニア）
【Ａコート】 【Ｂコート】

【Cコート】 【Dコート】


