
カテゴリー 優勝 準優勝 3位 3位
幼年年少男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 山本　葵士（拳聖塾）
幼年年中男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 青石　悠誠（全極真米山道場） 原田　翔太（極真会館奥野道場） 河合　真成（破道会館） 萩原　純白（全極真米山道場）
幼年年長男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 那須　心（破道会館） 山田　龍伸（烈士塾豊岡支部） 安田　うたの（飛拳塾） 髙寄　尊琉（飛拳塾）
小学1年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 栗山　悠（真拳塾） 藤原　樹（極せい會和田山支部） 谷村　凱信（拳悠会） 與市前　太一朗（大成塾大久保道場）
小学2年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 中村　真那斗（烈士塾和田山支部） 岡田　唯我（誠拳塾姫路支部） 門田　新（日壮会館） 村山　凌汰（大成塾舞子道場）
小学3年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 月岡　慧太（勇輝会館） 左　優之介（勇輝会館） 大森　琥太郎（日壮会館） 石川　蒼希（士悠會岩本道場）
小学4年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 金岡　朝陽（勇輝会館） 森下　旺暉（日壮会館） 厚美　元辰（烈士塾福知山支部） 谷川　航一（大成塾松長道場）
小学5年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 前田　忠來（昇道館青山道場） 笹木　陽斗（全極真米山道場） 和田　一歩輝（極真赤木道場） 吉田　竜生（全極真長谷川道場）
小学6年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 福水　翔英（極真長谷場派前田道場）
小学1年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 藤本　萌愛彩（無聖塾）
小学2年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 鎌田　桃彩（士悠會岩本道場） 寺西　花楓（全極真米山道場） 前川　恋菜（極真長谷場派前田道場） 禾本　芽以（全極真米山道場）
小学3年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 河村　美咲（無聖塾）
小学4年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 福﨑　睦（全極真米山道場） 岸本　愛希（全極真米山道場）
小学5･6年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 湊　玲香（誠拳塾姫路支部） 村西　莉愛奈（天真会館）

幼年年中男女初級 山嶋　四季（武煌会館）
幼年年長男女初級 岡田　凰我（誠拳塾姫路支部） 志水　瑛祐（飛拳塾）
小学1年生男子初級 武藤　悠力（無心拳） 森田　源太（全極真米山道場） 横田　太陽（聖空会館高砂道場） 光吉　孝峰（朱雀館）
小学2年生男子初級 中西　碧人（破道会館） 山竹　知輝（朱雀館） 上田　聡真（烈士塾鳥取支部） 内田　理登（大成塾松長道場）
小学3年生男子初級 天良　八雲（福山道場） 徳永　愛斗夢（武煌会館） 丸尾　康我（宮本道場） 矢野　龍之介（真拳塾）
小4男(32㎏未満)初級 井奥　陽向汰（全極真米山道場） 福留　照（大幸会空手） 高島　福人（全極真米山道場） 堀尾　環太（破道会館）
小4男(32㎏以上)初級 松岡　誉稀（極真会館兼田道場） 中山　天翔（誠會） 鎌田　王瀬（士悠會岩本道場） 平岡　樹季（全極真米山道場）
小5男(36㎏未満)初級 三森　一颯（全極真米山道場） 山嶋　一途（武煌会館）
小5男(36㎏以上)初級 森　翔瑛（拳聖塾） 松岡　永翔（飛拳塾）
小6男(42㎏未満)初級 森下　時曖（日壮会館）
小6男(42㎏以上)初級 和田　光弥（日壮会館） 尻池　璃一（大成塾松長道場）

中学生男子初級 福島　昌悟（誠會総本部） 滝川　琉輝也（修勇會）
高校生男子初級 谷口　琥太郎（大成塾舞子道場） 森本　結平（聖空会館高砂道場）
一般男子初級 脇田　晃乃亮（白虎会） 森田　光貴（無聖塾） 浅野　啓喜（光道會舘塔本道場） 夏目　武志（大成塾藤原大久保道場）

マスターズ初級（41歳以上） 月野　淳（大成塾舞子道場） 原　幸信（極せい會和田山支部）
小学1･2年生女子初級 元田　玲桜菜（真拳塾） 佐藤　結音（烈士塾鳥取支部）
小学3年生女子初級 松長　姫愛（真拳塾）
小学4年生女子初級 鵜鷹　李己（福山道場） 堀江　柚希（福山道場）
小学5年生女子初級 和田　幸々（神技館滋賀道場）

中学生女子初級 栗原　みなみ（極真会館兼田道場） 笠川　泉妃（志琉会）
女子シニア初級 田村　光（実践会館）
幼年男子中級 酒木　空助（誠拳塾姫路支部） 若野　桔平（破道会館）

小学3年生男子中級 岩澤　悠人（飛拳塾） 鳥井　優心（白蓮会館和歌山支部）
小4男(32㎏未満)中級 西山　威大（正道会館勇栄館）
小4男(32㎏以上)中級 河村　玲（無聖塾） 宮澤　諒（志琉会）
小5男(36㎏未満)中級 志水　皇介（飛拳塾） 大塚　慶吾（全極真米山道場）
小5男(36㎏以上)中級 上川　蓮斗（宮本道場） 井上　滝大（宮本道場）
小6男(42㎏未満)中級 真嶋　慧聖（士悠會岩本道場） 山口　晴輝（拳聖塾）
小6男(42㎏以上)中級 帽田　悠月（士悠會岩本道場） 野村　颯（全極真米山道場） 竹中　麻宇介（宮本道場） 森下　彰斗（全極真米山道場）
中学生男子初中級 田中　駿介（烈士塾和田山支部） 森本　滉也（大成塾森本道場） 和田　弦士（神技館滋賀道場） 河村　悠（無聖塾）
高校生男子中級 金氣　早也斗（白蓮会館和歌山支部） 田村　一葵（実践会館）
一般男子中級 彌元　勇汰（極真西田道場）

マスターズ中級（51歳以上） 倉竹　二郎（拳蹴道場）
小学4年生女子中級 杜　柏含（誠拳塾姫路支部）
小学5年生女子中級 竹中　梨緒友（宮本道場）
小学6年生女子中級 西村　梨杏（修勇會） 杜　柏橦（誠拳塾姫路支部）

中学生女子中級 谷本　ゆり香（烈士塾総本部）
高校生女子中級 宮本　夕加（極真西田道場）
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カテゴリー 優勝 準優勝 3位 4位

幼年男女選抜 大沢　源(誠會総本部) 郷丸　健瑠（実践会館）

小学１年生男子選抜 近藤　大河（拳聖塾） 福井　志磨（全極真米山道場）

小学2年生男子選抜 大沢　匠（誠會総本部） 下川　塁駕（全極真米山道場） 三木　友竣（極真石川県竹吉道場一木支部） 戸田　遼太（誠真会館ひばりヶ丘道場）

小3男(28㎏未満)選抜 和田　翔冴（極真西田道場） 谷本　大和（大山道場）

小3男(28㎏以上)選抜 川中　悠太郎（勇輝会館） 上田　蒼介（昇心塾）

小4男(32㎏未満)選抜 河合　琉月（大上會） 洲﨑　耕太郎（正樹道場） 竹本　遥貴（勇輝会館） 岡田　邦我（誠拳塾姫路支部）

小4男(32㎏以上)選抜 多野　龍心（極真石川県竹吉道場） 梶田　力（昇心塾）

小5男(36㎏未満)選抜 野﨑　颯斗（正樹道場） 島﨑　翔摩（勇輝会館） 三木　暁央（極真石川県竹吉道場） 宇谷　蒼翔（烈士塾豊岡支部）

小5男(36㎏以上)選抜 山下　翔大（誠會矢田支部） 菊地　玄（聖武会館） 青木　心翔（正道会館心勇館） 石飛　一翔（成心會総本部）

小6男(42㎏未満)選抜 神田　悠駿（白蓮会館姫路支部） 竹本　結貴（勇輝会館） 山本　謙志（真武會） 鳩山　蒼介（誠會平野支部）

小6男(42㎏以上)選抜 中庭　大我（勇輝会館） 柴田　旭（白蓮会館姫路支部） 山下　倖暖（烈士塾総本部） 丸林　大也（全極真米山道場）

中1男子(50㎏未満)選抜 村上　剣心（全極真米山道場） 宮田　耀太（福山道場）

中1男子(50㎏以上)選抜 樋口　銀雅（原道場） 木曽　碧威（朱雀館）

中2・3男子(55㎏未満)選抜 徳井　隆介（如水会館） 奥村　響（敬心館） 吉本　貫太郎（勇輝会館） 北山　浩大（宮本道場）

中2・3男子(55㎏以上)選抜 金城　壮志（誠會総本部） 辰巳　存（聖武会館本部） 安田　晟聖（飛拳塾） 米森　祥太郎（正樹道場）

高1･2男子(60㎏未満)選抜 中杉　伯（福山道場） 和田　脩聖（極真西田道場）

高1･2男子(60㎏以上)選抜 棗田　咲哉（平田道場）

マスターズ上級 奥村　智雄（白虎会）

一般男子(70㎏未満)上級 木田　龍（破道会館） 中田　陸斗（白蓮会館姫路支部） 石井　颯（白虎会） 尾関　晶（拳悠会）

一般男子(70㎏以上)上級 滝上　隼人（聖空会館高砂道場） 髙取　優太朗（全極真米山道場） 森本　瑠仁(大誠塾森本道場) 岡田　健太郎(誠拳塾姫路支部)

小学2年生女子選抜 島田　幸来（全極真米山道場） 獅子﨑　いろは（神技館滋賀道場） 坂井　杏（全極真米山道場） 小野　優奈（飛拳塾）

小学3年生女子選抜 中庭　羽音（勇輝会館） 石井　萌咲（義信會）

小4女子(32㎏未満)選抜 岡本　実桜（神技館滋賀道場） 藤原　あさひ（飛拳塾）

小4女子(32㎏以上)選抜 楠田　美鈴（極真会館兼田道場）

小5女子(36㎏未満)選抜 髙西　琉花（極真長谷場派前田道場） 吉本　瑞姫（勇輝会館）

小5女子(36㎏以上)選抜 米澤　心々菜（極真長谷場派前田道場）

小6女子(42㎏未満)選抜 棗田　みやび（平田道場） 池堂　柑那（志琉会）

小6女子(42㎏以上)選抜 中田　世理奈（白蓮会館姫路支部） 山本　海羽（誠拳塾姫路支部）

中学1年生女子選抜 片平　栞菜（極真長谷場派前田道場） 佐藤　梨結夏（烈士塾鳥取支部）

中学2・3年生女子選抜 堀田　優月（全極真米山道場） 牧野　天音（誠拳塾姫路支部）

高1･2女子(52㎏未満)選抜 池永　紗愛（勇誠会井上道場）

女子シニア　上級 石田　麻記（白蓮会館堺支部）

一般女子　上級 山村　玲朱（破道会館）

第4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



幼年男女　選抜 井関　輝汰（神技館滋賀道場） 小林　凛桜（全極真米山道場）

小学1年生男子選抜 岩﨑　碧仁（飛拳塾） 山田　悠斗（勇気会）

小3男(28㎏未満)選抜 山本　玲斗（烈士塾福知山支部） 松本　透茉（陵南空手サークル）

小3男(28㎏以上)選抜 谷口　蒼空（勇輝会館） 長井　蓮汰（福山道場）

小4男(32㎏以上)選抜 田中　湊（閃捷塾） 菅原　漣（極真会館中村道場泉州北支部）

中1男子(50㎏未満)選抜 妹尾　政宗（神技館滋賀道場） 河合　利亜斗（大上會）

中1男子(50㎏以上)選抜 山崎　理人（全極真米山道場）

高1･2男(60㎏未満)選抜 浅野　凌聖（白蓮会館広島福山支部） 上川　悠真（宮本道場）

高1･2男(60㎏以上)選抜 三木　颯（誠拳塾姫路支部）

小学3年生女子選抜 西江　百峯（極真西田道場） 畠田　小夢芽（拳悠会）

小4女子(32㎏未満)選抜 和田　栞奈（極真会館兼田道場） 金光　由津波（志琉会）

小4女子(32㎏以上)選抜 箱田　実和（志琉会）

小5女子(36㎏未満)選抜 根本　真緒（極真長谷場派前田道場） 近藤　笑里（拳聖塾）

小5女子(36㎏以上)選抜 藤盛　咲貴（烈士塾大屋支部）

小6女子(42㎏未満)選抜 村上　鈴音（全極真米山道場） 後藤　萌杏（福山道場）

小6女子(42㎏以上)選抜 武藤　夢乃（無心拳） 上田　梓乃 （昇心塾）

中学1年生女子選抜 田中　心翔（拳悠会） 前多　希空（拳悠会）

中学2･3年生女子選抜 杉山　千聖（宮崎道場） 関谷　明莉（誠會）

高1・2女子(52㎏未満)選抜 福島　茜（宮崎道場）

小学2年生男子 横田　海大(飛拳塾)

小5男(36㎏以上)選抜 高瀬　晴仁(大成塾森本道場)

中2・3男(55㎏以上)選抜 松岡　陽向（勇輝会館）

　　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




