
カテゴリー 優勝 準優勝 3位 3位
幼年年中男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 古川　歩望(聖空会館高砂道場) 吉谷　杏樹(烈士塾総本部) 大砂　凛桜(全極真米山道場) 小笠原　弘人(聖空会館高砂道場)
幼年年長男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 青島　茂弘(天真会館) 鍋嶋　杏音(大幸会) 横田　太陽(聖空会館高砂道場) 寺田　壮真(極真会館関西総本部)
小学1年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 谷林　驍河(白蓮会館姫路支部) 大上　陽翔(極真会館誠心塾) 加藤　大河（晃哲會下川道場) 加藤　大虎(晃哲會下川道場)
小学2年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 阿部　空翔(顕正会館) 清水　葵大(宮崎道場) 大森　琥太郎(日壮会館) 東村　然(天真会館)
小学3年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 山﨑　櫻士(陵南空手サークル) 堀田　汐恩(白蓮会館姫路西支部) 豊岡　旺暉(日壮会館) 大西　優晟(昇道館)
小学4年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 志水　皇介(飛拳塾) 小川　大陽(宮野道場伊丹支部)
小学5年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 萬浪　公輝(全極真米山道場) 井上　新(烈士塾総本部)
小学6年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 野間　礼雅(極真西田道場) 島戸　大輝(拳聖塾)
小学1・2年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 由田　優希(秀憧塾) 寺西　花楓(全極真米山道場) 宮崎　朱莉(宮崎道場) 菅野　莉瑚(聖空会館高砂道場)
小学3年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 石谷　紗那(烈士塾総本部) 辻井　咲愛(秀憧塾)
小学4年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 梶　めいな(日壮会館)
小学5･6年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 佐藤　梨結夏(烈士塾鳥取支部) 月野　遥(大成塾舞子道場)

カテゴリー 優勝 準優勝 3位 4位
小学1年生男子初級 髙橋　斎(全極真米山道場)
小学2年生男子初級 黒田　春斗(白蓮会館姫路支部) 藤本　蓮(全極真米山道場) 岩澤　悠人(飛拳塾) 舞野　勇誠(大成塾名谷道場)
小学3年生男子初級 安田　凰羽晴(顕正会館) 藤田　伶桜(全極真米山道場) 村上　海偉(全極真米山道場) 福永　遥己(福山道場)
小4男(32㎏未満)初級 山本　悠央(極真長谷場派前田道場) 北山　雅斗(宮本道場) 田畑　周(全極真米山道場) 松本　莉歩(陵南空手サークル)
小4男(32㎏以上)初級 宇谷　蒼翔(烈士塾豊岡支部) 根本　翔(極真長谷場派前田道場) 井上　滝大(宮本道場) 西村　健吾(誠撓会館春木支部)
小5男(36㎏未満)初級 真嶋　慧聖(士悠會岩本道場) 佐藤　志穏(晃哲會下川道場)
小5男(36㎏以上)初級 志水　琉之介(飛拳塾) 草野　雄輝(宮崎道場)
小6男(42㎏未満)初級 池上　一輝(想拳塾)
小6男(42㎏以上)初級 上原　耕太郎(太真会館)
小学2年生女子初級 吉本　杏奏(宮本道場)
小学3年生女子初級 上野　菜々(昇心塾彦根支部)
小学4年生女子初級 竹中　梨緒友(宮本道場)
小学5年生女子初級 早瀬　芽衣(白蓮会館姫路支部) 黒田　美優(白蓮会館姫路支部)
小学6年生女子初級 福島　美桜(全極真米山道場) 中川　愛喜(大幸会)

一般男子初級 逸見　俊介(宮崎道場) 増田　健之介(天真会館)
幼年男女初中級 近藤　大河(拳聖塾) 高森　隆真(飛拳塾)

小学1年生男子中級 横田　海大(飛拳塾)
小学2年生男子中級 玉置　隼(義道会館) 山本　玲斗(烈士塾福知山支部)
小学3年生男子中級 梶　龍空斗(烈士塾豊岡支部)
小4男(32㎏未満)中級 井岡　美響(聖空会館高砂道場) 森本　暁哉(大成塾森本道場)
小4男(32㎏以上)中級 大西　琉佑希(新極真会和歌山支部池邊道場) 大塚　慶吾(全極真米山道場)
小5男(36㎏未満)中級 古川　神綺(全極真米山道場) 田坂　理人(勇武会)
小5男(36㎏以上)中級 玉置　湊(義道会館) 竹中　麻宇介(宮本道場) 小寺　理(餅田道場)
小6男(42㎏未満)中級 西村　隼人(大成塾森本道場) 永岡　亮斗(晃哲會下川道場)
小6男(42㎏以上)中級 杉本　昊志朗(全極真米山道場) 本窪田　真暖(太真会館)
中学生男子初中級 竹中　聡一朗(宮本道場) 田中　蒼士(飛拳塾) 北山　浩大(宮本道場) 小寺　朋(餅田道場)
小学1年生女子中級 小野　優奈(飛拳塾)
小学3年生女子中級 鈴木　ひより(義道会館)
小学4年生女子中級 藤盛　咲貴(烈士塾大屋支部)

小学5･6年生女子中級 谷口　明日香(大成塾舞子道場)
中学生女子初中級 福島　茜(宮崎道場) 谷本　ゆり香(烈士塾総本部)
高校生男子初中級 上川　悠真(宮本道場)

一般男子中級 森田　陽介(大幸会)
マスターズ(41歳以上) 近藤　繁(烈士会館) 竹部　大(晃哲會下川道場) 川本　裕和(宮崎道場) 中島　和広(天真会館)
マスターズ(51歳以上) 大屋　貴俊(秀憧塾)
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カテゴリー 優勝 準優勝 3位 4位

幼年男女選抜 白数　豹雅(昇心塾本部) 田中　凜生(昇心塾本部) 大沢　源(誠會) 藤田　煌翔(横山道場総本部)

小学１年生男子選抜 大沢　匠(誠會) 折目　樹希翔(拳聖塾) 下川　塁駕(全極真米山道場) 足立　琉志(烈士塾福知山支部)

小学2年生男子選抜 山脇　絃輝(聖空会館高砂道場) 植野　圭翔(勇輝会館) 田中　喬雅(昇心塾本部) 谷口　蒼空(勇輝会館)

小3男(28㎏未満)選抜 川上　恋(勇輝会館) 石垣　空琉(聖武会館本部)

小3男(28㎏以上)選抜 多野　龍心(極真石川県竹吉道場西泉支部) 竹本　遥貴(勇輝会館) 井関　琥太郎(宮野道場伊丹支部) 大村　虹蓮(横山道場総本部)

小4男(32㎏未満)選抜 成田　陸翔(拳実会) 小野　政哉(聖武会館西宮支部)

小4男(32㎏以上)選抜 佐々木　大悟(宮野道場伊丹支部) 濵　煌我(顕正会館高槻支部) 菊地　玄(聖武会館西宮支部) 藤田　陽翔(横山道場総本部)

小5男(36㎏未満)選抜 岡部　神風(全真会館阿倍野本部) 松本　拓己(烈士塾和田山支部) 桑野　瑠(修慧会) 竹本　結貴(勇輝会館)

小5男(36㎏以上)選抜 中庭　大我(勇輝会館) 白井　悠生(宮野道場伊丹支部) 石谷　涼晟(烈士塾豊岡支部) 松坂　壮良(義道会館)

小6男(42㎏未満)選抜 藤田　楓翔(横山道場総本部) 平松　空翔(拳実会) 中村　碧斗(小阪会館) 石垣　汰理(聖武会館本部)

小6男(42㎏以上)選抜 千葉　遥斗(全真会館阿倍野本部) 樋口　銀雅(原道場) 村上　剣心(全極真米山道場) 丸林　航大(全極真米山道場)

中1男子(50㎏未満)選抜 新井　煌騎(誠空会) 塩見　永久(飛拳塾) 原田　善(拳実会) 髙西　悠馬(極真長谷場派前田道場)

中1男子(50㎏以上)選抜 辰巳　存(聖武会館本部) 米森　祥太郎(正樹道場)

中2・3男子(55㎏未満)選抜 徳井　隆介(如水会館) 樋口　煌雅(原道場) 小寺　渉(餅田道場) 和田　脩聖(極真西田道場)

中2・3男子(55㎏以上)選抜 日原　愛弥(武煌会館) 﨑村　亮太(餅田道場)

高校生男子(60㎏未満)選抜 徳井　隆太(如水会館)

高校生男子(60㎏以上)選抜 小寺　啓(餅田道場) 亀尾　依吹(餅田道場)

マスターズ上級 東坂　謙次郎(極真長谷場派前田道場)

一般男子(70㎏未満)上級 木田　龍(破道会館) 中野　温斗(白蓮会館姫路支部) 田渕　神太(拳聖塾) 山﨑　慎吾(白蓮会館姫路支部)

一般男子(70㎏以上)上級 髙寺　海翔(晃哲會下川道場) 滝上　隼人(聖空会館高砂道場)

小学1年生女子選抜 桑野　寧(修慧会) 小野　絆菜(武煌会館)

小学2年生女子選抜 中庭　羽音(勇輝会館) 杉江　美音(横山道場備前支部)

小学3年生女子選抜 田中　聖(琉道會館) 玉置　桧菜(昇心塾本部)

小4女子(32㎏未満)選抜 近藤　笑里(拳聖塾) 藤原　汐杏(白蓮会館東大阪北支部)

小4女子(32㎏以上)選抜 原田　都杏(拳実会)

小5女子(36㎏未満)選抜 棗田　みやび(平田道場) 小野　美桜里(真武會倉敷道場)

小5女子(36㎏以上)選抜 垣内　杏(全極真米山道場)

小6女子(42㎏未満)選抜 藤田　心和(全極真米山道場) 木村　綺音(光武会館)

小6女子(42㎏以上)選抜 垣内　蓮(全極真米山道場)

中1女子(45㎏未満)選抜 大村　陽葵(横山道場総本部)

中1女子(45㎏以上)選抜 河﨑　梨穏(真武會)

中2・3女子(50㎏未満)選抜 中園　ひより(拳聖塾) 中森　麻乃(光武会館) 濵　優花(顕正会館高槻支部) 伊達　真凜(正道会館菱川道場)

中2・3女子(50㎏以上)選抜 児島　凪咲(極真長谷場派前田道場) 岡部　こころ(全真会館阿倍野本部)

高校生女子(52㎏以上)選抜 丸山　瑞希(拳聖塾)

一般女子　上級 田渕　涼香(拳聖塾)

第3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



小3男(28㎏未満)選抜 髙橋　禅(全極真米山道場) 塩木　玲武(全極真米山道場)

小4男(32㎏未満)選抜 植野　翔真(勇輝会館) 前川　凛音(極真長谷場派前田道場)

中1男子(50㎏以上)選抜 伏野　維真(聖空会館高砂道場)

中2・3男子(55㎏以上)選抜 彌元　勇汰(極真西田道場) 棗田　咲哉(平田道場)
高校生男子(60㎏未満)選抜 宮本　悠矢(如水会館) 米山　善(全極真米山道場)
高校生男子(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 大田　陽葉糾(白蓮会館姫路支部) 田中　そら(勇輝会館)

小学2年生女子選抜 帽田　さくら(全極真米山道場) 関谷　真梨香(誠會)

小学3年生女子選抜 菊地　杏梨(聖武会館西宮支部) 藤原　あさひ(飛拳塾)

小4女子(32㎏未満)選抜 髙西　琉花(極真長谷場派前田道場) 米澤　心々菜(極真長谷場派前田道場)

小4女子(32㎏以上)選抜 玉垣　陽(全極真米山道場)

小5女子(36㎏未満)選抜 玉垣　麗(全極真米山道場) 村上　鈴音(全極真米山道場)

小5女子(36㎏以上)選抜 猪口　彩華(静空会館姫路道場) 中田　世理奈(白蓮会館姫路支部)

小6女子(42㎏未満)選抜 小笠原　日咲(聖空会館高砂道場) 片平　栞菜(極真長谷場派前田道場)

小6女子(42㎏以上)選抜 青木　心々愛(正道会館心勇館) 木村　優菜(琉道會館)

中1女子(45㎏未満)選抜 関谷　明莉(誠會) 小西　凛(福山道場)

中1女子(45㎏以上)選抜 杉山　千聖(宮崎道場) 山村　玲朱(破道会館)

中2・3女子(50㎏以上)選抜 田中　雲雀(琉道會館)

高校生女子(52㎏以上)選抜 小野　紫菜(武煌会館) 小寺　もとこ(餅田道場)

幼年男女選抜 伏野　琥珀(聖空会館高砂道場) 岩﨑　碧仁(飛拳塾)

小5男(36㎏以上)選抜 山下　倖暖(烈士塾総本部)

小6男(42㎏以上)選抜 山内　暉斗(烈士塾総本部)

小学3年生女子選抜 近藤　ほのか(晃哲會下川道場)

中2・3女子(50㎏未満)選抜 片平　夏蓮(極真長谷場派前田道場)

　　第10回ジュニアチャンピオンシップ権利獲得者(ベスト４)

　　第10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


