第5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
幼年年中男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

優勝
下川 塁駕(全極真米山道場)

準優勝
田中 心咲(真拳塾)

3位
藤原 優桜(極真中村道場兵庫西)

4位
髙橋 斎(全極真米山道場)

幼年年長男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

西井 陽輝(餅田道場)

大路 琉生(全極真米山道場)

後藤 裕磨(修勇會)

永吉 瑛汰(誠撓會館南野道場)

小学1年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

梅本 琉輝(翔風館)

勝又 悠真(翔風館)

武甕 正之右(翔風館)

吉松 謙介(全極真米山道場)

小学2年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

高瀬 晴仁(大成塾森本道場)

横田 空大(飛拳塾)

小学3年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

桐村 寛之(翔風館)

岸本 青波(陵南空手空手サークル)

吉井 康平(極せい會和田山支部) 松本 莉歩(陵南空手サークル)

野村 颯(全極真米山道場)

山口 晴輝(拳聖塾)

横野 恵那(全極真米山道場)

橋本 茉那(士悠會)

小学4年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 杉本 昊志朗(全極真米山道場) 水谷 颯汰(極せい會和田山支部)
小学5年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

前田 一志(山田道場)

宮下 智大(正道会館桜和館)

小学6年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

東山 凰駕(大幸会空手)

中務 皓介(誠撓會館南野道場)

小学1年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 苧坂 紫乃(正武会館小野支部)

星住 碧心(宮本道場)

小学2年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 大下 華凛(聖空会館姫路道場)

竹中 梨緒友(宮本道場)

小学3年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 原 美空(極せい會和田山支部)

篠原 夏雫(聖空会館高砂道場)

小学4年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 中村 紅陽(極せい會和田山支部)

中川 愛喜(大幸会空手)

幼年男女初級

上田 蒼介(昇心塾甲良支部)

松本 透茉(陵南空手サークル)

小学1年生男子初級

大村 虹蓮(横山道場)

飯塚 春喜(宮本道場)

山田 博貴(無聖塾)

上山 煌大(全極真米山道場)

小学2年生男子初級

三谷 海都(修勇會)

白石 倉大(極 泉道場)

宮内 亮汰郎(全極真米山道場)

勝間 壱(太真会館)

小学3年生男子初級

森下 透也(極真長谷場派前田道場)

井上 聡一郎(天真会館)

今村 泰生(誠撓會館南野道場)

宮城 政宗(烈士会館)

小4男(32㎏未満)初級

新井 獅凰(誠空会大阪道場)

冨木 隆登(想拳塾)

小4男(32㎏以上)初級

福永 逞斗(福山道場)

中尾 徠(勇誠会井上道場)

田畑 瞬(全極真米山道場)

渡邊 啓斗(全極真米山道場)

小5男(36㎏以上)初級

三宅 笑太(全極真米山道場)

小5・6男(36㎏未満)初級

濵田 悠吏(全極真米山道場)

高校生男子初中級

浅谷 航毅(大成塾舞子道場)

小2・3年生女子初級

西村 梨杏(修勇會)

眞野 あかり(聖武千真會)

三宅 深里(宮崎道場)

朝生 優愛(福山道場)

小4・5年生女子初級

大原 愛莉(宮本道場)

真嶋 心菜(士悠會)

小学6年生女子初級

森田 陽菜(大幸会空手)

中学生女子初級

星住 紗弥(聖武会館芦屋支部)

矢羽野 里音(福山道場)

一般男子初級

井上 雄一(天真会館)

賀山 翔太(烈士塾鳥取支部)

ﾌｧﾝ ﾐﾝ ｸｱﾝ(宮本道場)
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カテゴリー
小学1年生男子中級
小学2年生男子中級
小学3年生男子中級
小4男(32㎏以上)中級
小5男(36㎏以上)中級
小5・6男(36㎏未満)中級
小6男(42㎏以上)中級
中学生男子中級
小学4年生女子中級
小学5・6年女子中級
一般男子中級
マスターズ
一般女子
幼年男女選抜
小学１年生男子選抜
小学2年生男子選抜
小学3年生男子選抜
小4男(32㎏未満)選抜
小4男(32㎏以上)選抜
小5男(36㎏未満)選抜
小5男(36㎏以上)選抜
小6生男(42㎏未満)選抜
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㎏未満)選抜
中2・3男子(55㎏以上)選抜
高1・2男子(60㎏未満)選抜

小学1・2年生女子選抜
小学3年生女子選抜
小5女子(36㎏未満)選抜
小5女子(36㎏以上)選抜
中1・2女子(50㎏未満)選抜

特別敢闘賞
最優秀選手賞

優勝
河村 玲(無聖塾)
大山 晃生(大成塾松長道場)
岩﨑 大翔(極真中村道場兵庫西)
笠井 皇希(真盟会館平野支部)
井上 新大(宮本道場)
北山 浩大(宮本道場)
山内 勇斗(烈士塾総本部)
上川 悠真(宮本道場)
三島 紅愛(翔風館)
中宮 舞(聖空会館高砂道場)
森田 陽介(大幸会空手)
白石 誉志(極 泉道場)
中井 まひる(烈士会館)
伏野 碧(聖空会館高砂道場)
竹本 遥貴(勇輝会館)
大塚 侑來(昇心塾本部)
松本 拓己(烈士塾和田山支部)
黒田 征嗣(宮野道場)
水野 透麻(聖武会館西宮支部)
藤本 琉輝(全極真米山道場)
伏野 維真(聖空会館高砂道場)
木村 颯冴(宮野道場)
三木 将嗣(岡村道場姫路本部)
谷本 悠真(修慧会)
平瀬 仁(烈士塾総本部)
村上 斗輝(金森道場)
羽井佐 真碧(全極真米山道場)
羽井佐 颯真(全極真米山道場)
玉垣 陽(真拳塾)
廣畑 和沙(勇輝会館)
島﨑 優那(勇輝会館)
苧坂 幸音(正武会館小野支部)
米山 青望(全極真米山道場)
大路 琉生(全極真米山道場)
平瀬 仁(烈士塾総本部)

準優勝

3位

4位

河村 悠(無聖塾)

黒田 敬英(飛拳塾)

金谷 亮佑(極真長谷場派前田道場)

田中 駿介(烈士塾和田山支部)
進藤 厳(全極真米山道場)
津田 竜志(内田塾)

横山 健二(一道館)

上田 翔希(宮野道場)
槝之浦 銀牙(昇心塾本部)
石谷 涼晟(烈士塾豊岡支部)
山田 恋登(金森道場)
藤原
光輝(極真中村道場兵庫西)
石垣 汰理(聖武会館本部)
南方 海至人(勇誠会井上道場) 大崎 泰典(白蓮会館神戸支部)
平塚 展也(全極真米山道場)
島 和貴(金剛カラテ川地道場)
桑原 莉久(陵南空手サークル)
安田 樹生(真拳塾)
原田 龍之介(羅漢塾)
赤木 英利(修勇會)
永高 悠汰(極真会館中村道場神戸鈴蘭台)

寺﨑 凜(真拳塾)

児島 大心(極真長谷場派前田道場)

上田 梓乃(昇心塾甲良支部)
三木 愛由奈(昇道館)
勝又 悠真(翔風館)

朝生 優愛(福山道場)

山上 大輔(勇輝会館)
北之園 龍心(拳聖塾)
安田 舜規(真拳塾)
新井 煌騎(誠空会大阪道場)
川淵 飛悠雅(極真西田道場)

第8回ジュニアチャンピオンシップ権利獲得者(ベスト４)
幼年男女選抜
木村海翔(宮野道場)
小学１年生男子選抜
髙橋禅(米山道場)
小学2年生男子選抜
島﨑翔摩(勇輝会館)
小学3年生男子選抜
小4男(32㎏未満)選抜
小4男(32㎏以上)選抜
小5男(36㎏未満)選抜
小5男(36㎏以上)選抜
小6生男(42㎏未満)選抜
前山龍生(金森道場)
小6生男(42㎏以上)選抜
福永真之(福山道場)
中1男子(50㎏未満)選抜
元田零(真拳塾)
中1男子(50㎏以上)選抜 永吉真一郎(誠撓會館南野道場)
中2・3男子(55㎏未満)選抜
大島一輝(伸武館)
中2・3男子(55㎏以上)選抜 岩元健起(極真会館中村道場小野支部)
高1・2男子(60㎏未満)選抜

小学1・2年生女子選抜
小学3年生女子選抜
小5女子(36㎏未満)選抜
小5女子(36㎏以上)選抜
中1・2女子(50㎏未満)選抜

小笠原彰真(福山道場)
玉置桧菜(昇心塾総本部)
玉垣麗(真拳塾)
小西凛(福山道場)
杉山千聖(宮崎道場)
苧坂姫奈(正武会館小野支部)

田中琉生(真拳塾)
梶田力(昇心塾本部)
田中友望(修慧会)

濱村孝人(誠空会館高砂道場)
山上翔大(勇輝会館)
三宅雅都(宮崎道場)
永吉颯翔(誠撓會館南野道場)
田中海璃(餅田道場)
恒國直弥(宮崎道場)
近藤笑里(拳聖塾)
猪口彩華(誠空会館姫路道場)
羽澤愛梨(横山道場)

