第6回オープントーナメント世界全極真 近畿新人大会 試合結果
カテゴリー
優勝
幼年年中男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
上田 蘭（宮野道場本部）
幼年年長男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
代継 弘武（拳聖塾）
小学1年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
山田 貴哉（無聖塾）
小学2年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
竹内 龍ノ介（翔風館）
小学3年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 橋本 皐志郞（陵南空手サークル）
小学4年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 宇髙 陽音（陵南空手サークル）
小学5年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 永岡 亮斗（晃哲會下川道場）
小学1・2年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
岡西 凛花（大心館）
小学3年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 信貴 玲来（光道會舘塔本道場）
小学４年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 早瀬 芽衣（白蓮会館姫路支部）
幼年男女初級
田中 そら（勇輝会館）
小学1年生男子初級
谷口 蒼空（勇輝会館）
小学2年生男子初級
山口 拳士（翔風館）
小学3年生男子初級
大道 正健（翔風館）
小4男(32㎏未満)初級 古川 神綺（全極真米山道場）
小4男(32㎏以上)初級 髙尾 樟太朗（全極真米山道場）
小5男初級
西村 隼人（大成塾森本道場）
小6男初級
金高 樹亜（全極真米山道場）
中学生男子中級
大田 絆稀（白蓮会館姫路支部）
小学1年生女子初級
宮本 ことは（宮野道場本部）
小3・4年生女子初級
山口 莉桜（翔風館）
小5・6年生女子初級
大牟田 優羽（翔風館）
一般男子初級
河坂 修斗（晃哲會下川道場）
小学2年生男子中級
水野 翔真（聖武会館）
小学3年生男子中級
高瀬 晴仁（大成塾森本道場）
小5男(36㎏未満)中級 髙岡 力翔（晃哲會下川道場）
小4・5男(36㎏以上)中級
福永 逞斗（福山道場）
小6男(42㎏未満)中級 濵田 悠吏（全極真米山道場）
小6男(42㎏以上)中級
安田 樹生（真拳塾）
高校生男子中級
宮崎一真（大成塾舞子道場）
小学4年生女子中級 中田 世理奈（白蓮会館姫路支部）
小学6年生女子中級
本多 優菜（勇輝会館）
中学生女子
矢羽野 里音（福山道場）
一般男子中級
佐々木 浩祐(誠壔會舘)
マスターズ
河坂 隆介（晃哲會下川道場）
グランドマスターズ
拜藤 政也（晃哲會下川道場）

準優勝
宮内 清史郎（全極真米山道場）
東出 天華（聖空会館高砂道場）
矢野 龍ノ介（真拳塾）
平岡 樹季（全極真米山道場）
松岡 永翔（飛拳塾）
岸本 青波（陵南空手サークル）
中川 永遠（大幸会空手）
安野 珠央（光道會舘塔本道場）
塩木 梨愛（全極真米山道場）

3位

4位

小野 優奈（飛拳塾）
的場 丈（極 泉道場）
豊田 翔大（想拳塾）

粕谷 柚月（真拳塾）
井澤 勇将（晃哲會下川道場）
福留 照（大幸会空手）

田中 心咲（真拳塾）
田中 琉生（真拳塾）
勝又 悠真（翔風館）
梅本 琉輝（翔風館）
松本 莉歩（陵南空手サクール） 前川 凛音（極真長谷場派前田道場）
田坂 理人（勇武会）
酒井 琥央（勇武会）

武甕 正之右（翔風館）
進藤 晟（全極真米山道場）

三宅 笑太（全極真米山道場）

三宅 深里（宮崎道場）
谷口 明日香（大成塾舞子道場）
粟國 雷斗（琉飛会）

田畑 駿（全極真米山道場）

米倉 彰次（勇輝会館）

倉本 裕典（晃哲會下川道場）

宮田 憲治（白虎会）

第2回オープントーナメント世界全極真 近畿選抜大会 試合結果
カテゴリー
優勝
準優勝
幼年男女選抜
奥村 亜瑠真（極真中崎道場）
前田 結斗（勇誠会井上道場）
小学１年生男子選抜
北嶋 塁（武煌会館）
植野 圭翔（勇輝会館）
小学2年生男子選抜
竹本 遥貴（勇輝会館）
上田 翔希（宮野道場本部）
小学3年生男子選抜
野地川 煌生（大心館）
大嶋 恵輔（戦士會）
小4男(32㎏未満)選抜 前田 陽斗（勇誠会井上道場）
渡部 絢斗（遂心塾）
小4男(32㎏以上)選抜
中庭 大我（勇輝会館）
白井 悠生（宮野道場伊丹支部）
小5男(36㎏未満)選抜
奥村 一真（極真中崎道場）
中村 碧斗（小阪会館）
小5男(36㎏以上)選抜
樋口 銀雅（原道場）
水野 透麻（聖武会館）
小6生男(42㎏未満)選抜 嶋津 晴喜（宮野道場伊丹支部）
福盛 耀斗（宮野道場本部）
小6生男(42㎏以上)選抜
辰巳 存（聖武会館）
井出 成生（光道會舘塔本道場）
中1男子(50㎏未満)選抜
山田 斗吾（白蓮会館八尾南支部）
宮本 汰地（宮野道場本部）
中1男子(50㎏以上)選抜
安田 晟聖（飛拳塾）
中2・3男子(55㎏未満)選抜
村上 斗輝(金森道場)
稲岡 一颯（飛拳塾）
中2・3男子(55㎏以上)選抜
棗田 咲哉（平田道場）
高1・2男子(60㎏未満)選抜
中村 海輝（飛心会）
高1・2男子(60㎏以上)選抜 小笠原 彪元（聖空会館高砂道場）

小学1年生女子選抜
奥村 瑠依真（極真中崎道場）
小学2年生女子選抜
玉置 桧菜（昇心塾本部）
小学3年生女子選抜
池尻 未来（宮野道場本部）
吉本 瑞姫（勇輝会館）
小4女子(32㎏未満)選抜
中谷 桜彩（魚本流）
小4女子(32㎏未満)選抜 山田 かのん（白蓮会館八尾南支部）
垣内 杏（全極真米山道場）
小5・6女子(36㎏未満)選抜 藤田 心和（全極真米山道場） 小笠原 日咲（聖空会館高砂道場）
小5女子(36㎏以上)選抜
垣内 蓮（全極真米山道場）
小6女子(42㎏以上)選抜
河﨑 梨穏（真武会）
田井 柚月夏（全極真米山道場）
中1女子(45㎏未満)選抜
中森 麻乃（光武会館）
中1女子(45㎏以上)選抜 岡部 こころ（全真会館阿倍野本部） 児島 凪咲（極真長谷場派前田道場）
中学2・3年生女子選抜 米山 果乃（全極真米山道場）
池永 紗愛（勇誠会井上道場）

3位
白数 豹雅（昇心塾本部）

4位
小寺 貫太（光道會舘塔本道場）
内藤 善斗（白蓮会館八尾南支部） 篠原 善（聖空会館高砂道場）
船中 颯人（全真会館阿倍野本部）
石垣空琉（聖武会館）
小寺 愛斗（光道會舘塔本道場） 佐々木 大悟（宮野道場伊丹支部）
井久保 奏音（聖武千真會）
山田 恋登（金森道場）
岡部 神風（全真会館阿倍野本部）
岩﨑 大翔（極真中村道場）
森本 隆之介（魚本流）
北之園 龍心（拳聖塾）
丸林 航大（全極真米山道場） 奥野 洸瑠（顕正会館寝屋川支部）
藤本 琉輝（全極真米山道場）
新井 煌騎（誠空会）

安東 海音（飛心会）

第9回ジュニアチャンピオンシップ権利獲得者(ベスト４)
小6生男(42㎏以上)選抜
中1男子(50㎏未満)選抜
中1男子(50㎏以上)選抜
中2・3男子(55㎏以上)選抜
高1・2男子(60㎏未満)選抜
高1・2男子(60㎏以上)選抜

小学1年生女子選抜
小学2年生女子選抜
小学3年生女子選抜
小4女子(32㎏未満)選抜
小4女子(32㎏以上)選抜
小5・6女子(36㎏未満)選抜

小5女子(36㎏以上)選抜
小6女子(42㎏以上)選抜
中1女子(45㎏未満)選抜
中1女子(45㎏以上)選抜
中学2・3年生女子選抜

朝生 獅勇我（福山道場）
近藤 明翔(拳聖塾)
水谷 帝斗(米山道場)
原田 龍ノ介（羅漢塾）
玉井 祥大郎（昇気館）
福永 真之（福山道場）
平田 康輔（平田道場）
寺﨑 凜（真拳塾）
中 竜馬（全真会館阿倍野本部） 児島 大心（極真長谷場派前田道場）
福盛 翔大（宮野道場本部）
濵 蝶麟曖（顕正会館高槻支部）
中庭 羽音（勇輝会館）
近藤 ほのか（晃哲會下川道場）
藤田 明羽（全極真米山道場）
瀬戸口 紗愛（立志会）
棗田 みやび（平田道場）
後藤 萌杏（福山道場）
柴山 あかり（大心館）
上野 彩心（一拳会）
片平 栞菜（極真長谷場派前田道場）
小西 凛（福山道場）
三島 紅愛（翔風館）
杉山 千聖（宮崎道場）
上野 凛心（一拳会）
片平 夏蓮（極真長谷場派前田道場）
中杉 蓮（福山道場）
上田 彩葉（勇誠会井上道場）
土橋 せら（飛心会）
平手 心麗（大心館）
井上 幸乃（昇気館）

第9回ジュニアチャンピオンシップ繰り上がり権利獲得選手
幼年男女選抜
鉄尾 翔空（勇誠会井上道場）
小学３年生男子選抜 藤野 瑠聖（白蓮会館羽曳野支部）
小4男(32㎏未満)選抜
山本 悠人（極真中崎道場）
小4男(32㎏以上)選抜 本岡 琥太郎（宮野道場茨木支部） 戎 玲生（白蓮会館奈良学園前支部）
小5男(36㎏以上)選抜
山内 暉斗（烈士塾総本部）
中2・3男子(55㎏未満)選抜
和田 修聖（極真西田道場）

石谷 涼晟（烈士塾豊岡支部）

