
幼年年中男女混合  ６名  Aコート 【表彰】優勝、準優勝
本戦１分ー最終延長１分

ススギ ハル
1 4

キシモト エイタ
（愛知山本）鈴木 悠琉 岸本 瑛太（兵庫中央）

A42
ツツイ ノノカ 2

A61 A62
5 フジオカ ケイ

（奈良）筒井 のの花 A75 藤岡 圭（大阪西）A41
ハマダ ダイキ 3 6 オオナカ ヒロ

（大阪北摂）濵田 大樹 大中 比路（大阪北）
幼年年長男女混合  ２４名  Aコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×２名
本戦１分ー最終延長１分

スギヤマ ユズユ
1 13

ミヤイ ショウセイ
（愛知山本）杉山 ゆずゆ 宮井 翔清（和歌山）

A9 A13
タマダ コウヤ 2 14 フジシタ アヤネ

（大阪東部）玉田 好弥 藤下 綾音（大阪北摂）
A1 A5ミムラ キイ 3 15 キシエ アイサ

（奈良）三村 綺良 A43 岸江 藍沙（三重中央）
A45ノダ タツキ 4 16 オノ ユウヒ

（三重中央）野田 龍輝 小野 佑陽（滋賀中央）
A2 A6イシイ アイル 5 17 コマツ ジュカ

（滋賀中央）石井 愛留 A10 A14 小松 珠花（京都南）
マサオカ リュウキ 6 18 ヤマモト ミオ
（大阪北）政岡 瑠輝 山本 美凰（徳島北東あわじ）A63 A64オグラ イチカ 7 A76 19 スガヤ レンスケ
（三重中央）小倉 一夏

A11 A15
菅谷 漣佑（愛知山本）

イワサキ リク 8 20 モリ レンカ
（大阪東部）岩崎 莉玖 森 蓮花（滋賀中央）

A3 A7シライ ダイセイ
9 21

ツザキ カイ
（西東海）白井 大成 A44 津﨑 海維（三重中央）A46トモナガ コウセイ 10 22 ドウサカ マサフミ
（大阪北摂）友永 康生 堂坂 将史（滋賀中央）A4 A8オカムラ マサノブ 11 23 モリカワ リノン
（滋賀中央）岡村 昌信 A12 A16 森川 莉夢（大阪東部）

タナカ タケル
12 24

イノウエ セイスケ
（大阪西）田中 健 井上 誠介（兵庫中央）

小学１年生男子初級１５名  Cコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×２名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

シノザキ ユウリ 1 9 カイダ ヒュウガ
（大阪北摂）篠﨑 勇利 甲斐田 彪我（兵庫中央）

C1 C5タカゾノ レン 2 10 アシカリ カナト
（滋賀中央）高園 蓮 芦刈 奏斗（大阪東部）

C41 C43サトウ ユウセイ 3 11 マツモト ショウタロウ
（西東海）佐藤 優青 松本 翔太郎（滋賀中央）

C2 C6タマダ エイス 4 12 ニシヤマ タイヨウ
（大阪東部）玉田 栄好 西山 大耀（京都南）

C64 C65アダチ コウガ 5 C79 13 ヒロマサ カナト
（大阪東部）足立 煌月 廣政 奏翔（大阪東部）

C3 C7ウエダ ハヤト 6 14 イズミ ソウタ
（大阪北）植田 駿斗 泉 聡太（滋賀中央）

C42 C44タケモト アラタ 7 15 フルショウ イッセイ
（岐阜）竹本 新大 古庄 一星（大阪北）

C4ミウラ ゲンセイ
8（兵庫中央）三浦 絃正



小学１年生男子中・上級  １４名  Aコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

キモト カオン 1 8 コモリ トウシ
（京都南）木本 華音 小森 柊獅（西東海）C11アサイ ナオト 2 C45 9 イジマ ケイゴ
（滋賀中央）浅井 直翔 居嶋 京吾（滋賀中央）C8 C47ナカオカ ジュンシン 3 10 ミチイ オウジ
（大阪北）中岡 淳心 道井 桜士（京都南）C12ムラヤマ ハルキ 4 C66 C67 11 クロキ ジン
（京都南）村山 遥希 C9 C80 黒木 迅（大阪東部）
オノ  ハヤト 5 12 アイザワ ハルト

（滋賀中央）小野 颯大 合澤 桜虎（滋賀中央）C46 C13スズキ ヒロト
6 13

シンドウ ノブヒト
（三重中央）鈴木 大翔 新藤 信仁（南大阪）

C10 C48ハセガワ ハルト 7 14 マスノ コウヘイ
（大阪東部）長谷川 春翔 益野 康平（大阪北）
小学１年生女子    ３名  Cコート 【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

スズキ ニイナ
1

（愛知山本）鈴木 仁菜 C68 3 フジワラ キアラ
ハタケヤマ マナミ

2
C81 藤原 汐杏（大阪東部）

（兵庫中央）畠山 愛美
小学２年生男子初級  １８名  Dコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ヤマモト オオガ
1 10

キシモト ライア
（徳島北東あわじ）山本 鳳翔 岸本 萊愛（徳島北東あわじ）

Ｄ3 D7
ウエダ リク

2 11
オカムラ セナ

（京都南）上田 凌久 岡村 星那（滋賀中央）D47 D49
ハマダ ヒロキ

3 12
フジイ ソウマ 

（大阪北摂）濵田 史樹 藤井 颯真（京都南）
Ｄ４ D8

クゲ ハルキ
4 13

ヤマモト ユウジン
（京都南）久下 晴己 山本 悠仁（大阪東部）
ニシムラ シン

5 14
フジイ カオルD67 D68

（京都南）西村 愼 D79 藤井 薫（京都南）
Ｄ５ D9

アリモト ルウア
6 15

オキ アイキ
（大阪東部）有本 琉空 沖 愛輝（滋賀中央）

クボ  カイ
7 16

モリ カイトD48 D50
（滋賀中央）久保 海 森 海翔（高知）

D1 D2
ナカムラ キンタロウ

8 17
コンドウ カケル

（大阪東部）中村 金太郎 Ｄ６ 近藤 翔琉（大阪東部）D10
フルタニ  ユウダイ

9 18
コバヤシ ヒビキ

（兵庫中央）古谷  侑大 小林 響（西東海）
小学２年生女子初級  7名  Ｄコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

キシモト イチカ 1 4 カトウ ユナ
（徳島北東あわじ）岸本 唯愛 加藤 優奈（大阪東部）D52

ナカノ サラ 2
D69

5 ミズカミ ヒナタ
（大阪西）中野 紗良 D51 D80 水上 陽詩（京都南）D70オオキ サユ 3 6 テラチ アヤカ
（大阪東部）大木 咲由 寺地 彩夏（大阪東部)



小学２年生男子中・上級  ２５名  Ｄコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

タナカ ヒカル
1 14

ナカオカ レン
（大阪西）田中 光

Ｄ24

中岡 蓮（大阪西）
ツカダ ヒロト

2
Ｄ20

15
ハナオカ タカラ

（大阪東部）塚田 弘人 花岡 誉來（徳島北東あわじ）
Ｄ11 Ｄ16

ニシカワ コタロウ
3 16

ワカハラ ショウマ
（兵庫中央）西川 虎太朗 若原 奨馬（岐阜）

Ｄ53 Ｄ55ミヤコシ ヒュウガ
4 17

マツカワ アキ
（愛知山本）宮腰 彪雅 松川 綾希（和歌山）

Ｄ12 Ｄ17
カイダ コウガ

5 18
ツノダ ウミ

（兵庫中央）甲斐田 虎我 Ｄ25 角田 宇海（大阪北）
Ｄ21ナカムラ アサキ

6 19
アンザキ モモハル

（大阪北）中村 旭希 安﨑 百春（兵庫中央）
Ｄ13 Ｄ71 Ｄ72カミサキ カイリ

7
Ｄ81

20
コイケ ヒュウ

（徳島北東あわじ）神先 快莉 小池 日悠（大阪西）
Ｄ26

イナワキ コウスケ
8 21

キヨハラ レント
（兵庫中央）稲脇 孝介 清原 蓮都（滋賀中央）

Ｄ18
タニイ コウダイ

9
Ｄ22

22
ミナミグチ ショウマ

（大阪西）谷猪 倖大 南口 聖海（大阪東部）
Ｄ14 Ｄ56チアシ アオト

10 23
ミキ アスマ

（滋賀中央）千足 碧斗 Ｄ54 三木 飛馬（香川中央）
Ｄ19

キタオ ルキ
11 24

ナンリ コタロウ
（徳島西南）北尾 瑠生 Ｄ27 南里 琥大郎（兵庫中央）

Ｄ15
オダ ソウスケ

12 25
スガヤ リク

（大阪北）小田 湊介 Ｄ23 菅谷 俐駆（愛知山本）
ウラハタ ハルト

13（京都南）浦畑 陽人

小学２年生女子中・上級  ６名  Ｄコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ナカタ メイ 1 4 バザワ ソナ
（大阪東部）中田 芽衣 馬澤 蒼奈（滋賀中央）

Ｄ58ナカダ メイア
2 5

イケダ カンナ
Ｄ73 Ｄ74（兵庫中央）中田 萌衣歩 Ｄ82 池田 柑愛（大阪東部）

Ｄ57スミオカ カンナ
3 6

エンドウ アイナ
（大阪東部）住岡 叶菜 遠藤 愛奈（徳島北東あわじ）

小学３年生女子初中級  ９名  Cコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

アダチ  ナイル
1 5

マガラ ウノ
（大阪東部）足立 奈衣琉 真柄 卯乃（大阪北）

C49 C51
モリタ リアラ 2 6 フジ ユキナ

（滋賀中央）森田 莉愛來 C69 C70 藤 倖菜（大阪東部）
トクミツ マナミ

3
C82

7
ナカムラ マドカ

（岐阜）徳光 真奈美 中村 円香（兵庫中央）
C50 C14

カツヤ リク 4 8 タカゾノ  ホマレ
（愛知山本）勝谷 梨生 C52 高園 歩希（滋賀中央）

9 ミナミグチ アイリ
南口 彩音（大阪東部）



小学３年生男子初・中級  ２３名  Cコート 【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ムライ カイト 1 12 モリカワ トア
（滋賀中央）村井 魁人

C22 C26
森川 冬彩（大阪東部）

カネツク シンヤ 2 13 オカムラ ハルノブ
（大阪北）鐘築 信也 岡村 晴信（滋賀中央）

C15 C18ミサキ ヨウタ 3 14 ハヤシ マナトC53（京都南）三﨑 陽太 林 愛叶（徳島北東あわじ）
C55キムラ ユウセイ 4 15 ミウラ タイガ

（大阪東部）木村 悠誠 三浦 大河（大阪北）C23 C19フクダ リョウタ 5 16 フルカワ ルキア
（滋賀中央）福田 凌大 C27 古川 陸碧（滋賀中央）
イシヅカ ハヤト 6 17 フクナガ サトルC71 C72（滋賀中央）石塚 勇人

C24
C83 福永 悟（京都南）

オオツキ ショウガ 7 18 ウエダ ケンスケ
（京都南）大槻 翔雅

C28
植田 健介（大阪東部）

C16コウヅマ リク 8 19 フジタ サトル
（大阪東部）高妻 大陸 C54 藤田 慧（大阪北）

C20ナガノ フウマ 9 20 タケダ ユウト
（京都南）永野 楓馬 武田 悠豊（京都南）

C17 C56オオキ テンセイ 10 21 キタイ タケル
（大阪北摂）大木 天晴 C25 北井 健瑠（大阪東部）

C21タニグチ ショウゴ
11 22

カキミ トモヒト
（西東海）谷口 聖悟 C29 垣見 智仁（滋賀中央）

23
ナガノ リョウマ

永野 稜馬（京都南）

小学３年生男子上級  １８名  Cコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名 10 ナカシマ リョウタ
本戦１分３０秒ー最終延長１分 中島 綾汰（大阪北）

マルヤマ ユウヒ
1

C37
11

ミヤワキ トア
（大阪北）丸山 優飛

C31
宮脇 斗空（兵庫中央）

ミヤウエ リョウセイ
2

C33
12

トクノウ　レン
（大阪東部）宮上 凌成 C59 得能 澪（大阪東部）

C30ホッタ ユウキ
3 13

オグラ イッサ
C57（京都南）堀田 悠稀

C38
小倉 一紗（三重中央）

ワタナベ マサト
4 14

ソウダ タイガ
（岐阜）渡邉 将人

C34
早田 大牙（愛知山本）

スガハラ リト
5 15

アベ ヨシキC73 C74
（兵庫中央）菅原 莉心 C84

C39
阿部 慶生（奈良）

イズミ サダノブ
6 16

ハラダ ソウタ
（大阪北）泉 禎信

C35
原田 蒼大（大阪東部）

リュウ スウエ
7 17

イジマ ショウゴC60
（大阪東部）劉 司宇睿 C58 居嶋 将吾（滋賀中央）C32
イシグロ ハルキ

8 18
カタヤマ アオイ

（愛知山本）石黒 晴葵
C36

C40 片山 蒼依（大阪北）
キシエ リヒト

9 19
ヨシノ レン

（三重中央）岸江 璃人 吉野 蓮生（兵庫中央）

小学３年生女子上級  ５名  Cコート【表彰】優勝、準優勝
3

トミオカ モモカ
本戦１分３０秒ー最終延長１分 富岡 桃花（大阪北）
ハタケヤマ  ミサキ

1 C61 4
ヨシムラ モエ（兵庫中央）畠山 美早紀 吉村 萌（愛知山本）

C75 C76ムラヤマ ミハル
2 C85 5

オオツカ マオ
（京都南）村山 心遥 大塚 真生（徳島北東あわじ）



小学４年生男子初中級  １０名  Aコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×２名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

シライ アツハル 1 6 ヨコハタ ヒナト
（愛知山本）白井 敦温

A47
A49

横畑 陽音（大阪東部）
ヨコタ リョウジ 2 7 チアシ カナト

（大阪東部）横田 遼司 千足 奏斗（滋賀中央）A17キシモト コウセイ 3 8 タナカ ヒロトA65 A66（兵庫中央）岸本 晃成 A77 田中 寛人（滋賀中央）A18
バザワ オウスケ 4 9 ササキ ケンユウ

（滋賀中央）馬澤 旺祐 A50 佐々木 賢雄（兵庫中央）
A48ハシモト リク 5 10 ナカオカ ジュンセイ

（京都南）橋本 陸 中岡 淳聖（大阪北）
小学４年生男子上級  ３０名  Aコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ハマナカ ヒデアキ
1 16

ナカガワ トウア
（和歌山）濵中 秀明 中川 透亜（愛知山本）

A26スギムラ リュウシン
2

A33
17

ヤマザキ リキト
（西東海）杉村 龍信 山崎 力登（滋賀中央）

A19 A37イシダ テッショウ
3 18

セヤマ ヤマト
（大阪北）石田 哲憧 瀬山 大和（大阪北）

A51 A27ドウサカ コウタ
4 19

タケモト イツキ
（滋賀中央）堂坂 晄太 竹本 樹（岐阜）

A20 A53
シバタ レン

5 20
マサオカ  ゴウキ

（奈良）柴田 琉生 政岡 強輝（大阪北）
A34 A28アキヤマ カイリ

6 21
オオニシ コウタロウ

（兵庫中央）秋山 翔琉 大西 凰太郎（滋賀中央）
A21 A38ウカイ ハルキ

7 22
アツミ ショウマ

（愛知山本）鵜飼 治貴 敦見 尚真（兵庫中央）
A29

ハットリ タクマ
8 23

カミサキ ケンシン
A67 A68

（三重中央）服部 匠真 A78 神先 絢心（徳島北東あわじ）
A22

ウメハラ ソウヘイ
9 24

ツツイ リンタ
（愛知山本）梅原 蒼平 筒井 琳太（奈良）

A35 A30
アシカリ ユウキ

10 25
ミキ ジョウゴ

（大阪東部）芦刈 悠貴 三木 重悟（香川中央）
A23 A39キモト アモン

11 26
スズキ カケル

（京都南）木本 亜門 鈴木 颯（愛知山本）
A52 A31

サカモト コウタロウ
12 27

オカダ タケシ
（大阪北）阪本 康太郎 A54 岡田 虎士（大阪東部）

A24
ノダ ギンスケ

13 28
ワクタニ ジン

（大阪北摂）野田 銀右 枠谷 迅（大阪北）
A36 A32

キタモト タカヒロ
14 29

マツナガ ヒカル
（大阪東部）北本 隆裕 松永 光流（福井中央）

A25 A40オカダ タケシ
15 30

コモリ  ライト
（愛知山本）岡田 全史 小森 光（西東海）



小学４年生女子上級  ８名  Aコート  【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

シマダ ミズキ 1 5 ミヤコシ ユリア
（大阪東部）島田 瑞希 A55 宮腰 ゆりあ（愛知山本）A57
クワジマ オト 2 6 モリタ カレン

（徳島西南）桒島 百都 森田 佳蓮（大阪北）A69 A70
クボ リョウカ 3 A79 7 タニモト ヒユ

（和歌山）久保 諒花 A58 谷本 妃佑（和歌山）A56モリ メイ 4 8 ナカオカ ニコ
（徳島北東あわじ）森 明衣 中岡 虹空（大阪東部）
小学５年生女子中級  ６名  Aコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ウエノ ヒナ 1 4 アンリョウ フキ
（徳島北東あわじ）上野 姫菜 A60 安陵 風葵（大阪西）

アンペイジ ミオ
2 5

オカムラ ユズカA71 A72（京都南）安平治 美生 A80 岡村 柚香（滋賀中央）
A59

トクミツ ミサキ 3 6 ナカダ  クルミ
（岐阜）徳光 美沙紀 中田 来瑠心（兵庫中央）

小学５年生女子上級  ３名  Aコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

スガハラ モア 1（兵庫中央）菅原 萌夏 A73 3 オオツカ ミユ
ミムラ メイ 2 　　A81 大塚 未夢（徳島北東あわじ）

（奈良）三村 愛衣
小学５年生男子中級  １３名  Dコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

イワタ カズキ
1 8

タテイシ イッサイ
（岐阜）岩田 一輝

Ｄ61
立石 市斉（大阪東部）

カトウ タクミ
2

Ｄ59
9

モリタ リュウセイ
（大阪東部）加藤 拓実 森田 琉聖（滋賀中央）

Ｄ28 Ｄ31キシモト  タクマ
3 10

アンペイジ コウセイ
（京都南）岸本 拓磨 安平治 康生（京都南）Ｄ75 Ｄ76ウエハラ リョウスケ

4
Ｄ83

11
カトウ ナルヒ

（京都南）上原 稜佑
Ｄ29

加藤 成陽（岐阜）
Ｄ32クボニシ タイガ

5 12
ナカノ ケイタ

（大阪北）久保西 帝牙 Ｄ62 中野 敬太（大阪西）Ｄ60
フクナガ キョウタ

6 13
ナカムラ ミチル

（岐阜）福永 恭大 中村 充（兵庫中央）
Ｄ30ナカムラ カイリ

7（兵庫中央）中村 海璃



小学５年生男子上級  ２２名  Dコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ハセガワ エイジ 1 12 イワモト ユウ
（愛知山本）長谷川 央侍

D39 D43
岩本 佑生（和歌山）

スミヨシ カイ 2 13 ツノダ  タイチ
（滋賀中央）住吉 海 角田 大地（大阪北）D33 D36イナワキ シンスケ 3 14 オカノ アキラD63 D65（兵庫中央）稲脇 伸介 岡野 瑛（大阪東部）
オクダ レン 4 15 ハラカワ ヨシキ

（大阪北）奥田 蓮 原川 仁貴（滋賀中央）D40 D37ヒライ ナオキ 5 16 コバヤシ ダイゴ
（奈良）平井 尚喜 D44 小林 大悟（兵庫中央）
アワ リツセ 6 17 オオサキ コウセイD77 D78（大阪東部）阿波 律風

D41
D84 大﨑 弘聖（大阪北）

サカモト ヤマト 7 18 ヤスイ コウキ
（奈良）坂本 大和 D45 安井 康喜（岡山東）D34カドタ マヨ 8 19 タツミ キョウイチ
（和歌山）門田 麻世 D64 辰巳 響一（奈良）D66ミウラ ヤマト 9 20 イジマ ダイゴ
（大阪北）三浦 大知 居嶋 大吾（滋賀中央）D35 D38ミヤタケ リュウジ 10 21 ヤマグチ エイト
（兵庫中央）宮武 琉士 D42 D46 山口 瑛豊（大阪東部）
モリ ショウヤ 11 22 イノウエ リュウセイ
（高知）森 翔哉 井上 龍成（兵庫中央）

小学６年生男子中級  ３名  Aコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

エノモト シュン
1

（滋賀中央）榎本 瞬 A74 3 ヨシノ ハルト
コマツ カイセイ

2
　　　A82 吉野 温斗（大阪東部）

（京都南）小松 快聖
小学６年生女子上級  ６名  Cコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ハラダ ホノカ
1 4

ハラダ マオ
（大阪東部）原田 萌花 原田 麻央（滋賀中央）

C63
スズキ  コイト

2 C77 5
フジワラ アロア

C78
（奈良）鈴木 恋音 C86 藤原 有彩（大阪東部）

C62
ササベ カノカ

3 6
モリ  スズハ

（大阪北）笹部 花香 森 涼葉（高知）



小学６年生男子上級  ２６名  Bコート 【表彰】優勝、準優勝、第３位×2名
本戦１分３０秒ー最終延長１分

ナガミネ リュウセイ 1 14 クメ リョウタ
（愛知山本）長嶺 琉青

B11 B15
久米 怜太（徳島西南）

タケシマ ツカサ 2 15 ハラダ リク
（兵庫中央）竹島 司

B1 B6
原田 稜久（滋賀中央）

ワダ ショウタロウ 3 16 コウヅキ アラタ
（京都南）和田 昇太郎

B25 B27
上月 嵐太（大阪東部）

クワジマ トキ 4 17 ナカタ レイ
（徳島西南）桒島 十輝

B2 B7
中田 伶（京都南）

スズキ  ユウセイ 5 18 イシワタ ソウマ
（福井中央）鈴木 祐誠 B16 石綿 颯馬（福井中央）

キモト レン 6 B12 19 サカグチ ヤマト
（京都南）木本 漣

B3 B48 B49
坂口 大和（三重中央）

ヤマダ ハルキ 7 B74 20 サイトウ ハク
（和歌山）山田 遥輝 齋藤 羽珀（徳島西南）B8
アツミ リョウヤ 8 21 ハマナカ ミツアキ

（兵庫中央）敦見 亮哉
B13

濵中 光明（和歌山）B17
モトザワ サノスケ 9 22 ハタ シュウジ
（奈良）本澤 佐之助

B4 B9
畑 修史（京都南）

イワタ ギンジ 10 23 スミエ ヒデアキ
（滋賀中央）岩田 銀志

B26
住江 秀昭（大阪北）B28

アライ ケンシン 11 24 シバタ リオ
（京都南）新井 拳心

B5 B10
柴田 琉央（奈良）

ススキ シゲト 12 25 ハマカワ ゴウ
（福井中央）鈴木 慈人 B14 B18 濵川 豪（大阪西）
ヨシダ ジュンセイ 13 26 トヨフク シュンスケ
（和歌山）吉田 惇誠 豊福 駿介（兵庫中央）

中学１年生男子軽量級  １２名（50kg未満）Bコート【表彰】優勝、準優勝、第３位×２名
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

ハセガワ タクミ 1 7 ナカタ ヒロツグ
（愛知山本）長谷川 卓海

B29 B31
中田 博継（大阪東部）

サタケ リク 2 8 ヤマチ ユウト
（福井中央）佐竹 凌空

B19 B21
山地 悠斗（京都南）

マルヤマ リュウセイ 3 9 ササキ シュン
（大阪東部）丸山 竜世

B50 B51
佐々木 駿（滋賀中央）

マガラ タケノシン 4
B75

10 デグチ テッペイ
（大阪北）真柄 武之槇

B20 B22
出口 鉄平（和歌山）

オカムラ カエデ 5 11 ツツイ タマキ
（京都南）岡村 楓 B30 B32 筒井 環（奈良）
ナカガキ ヨリト 6 12 オオサキ ソウタツ

（兵庫中央）中垣 頼人 大﨑 壮達（大阪北）
中学１年生男子重量級  ６名（50kg以上） Bコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

ゴンタメ ガクト 1 4 ツノダ ハル
（和歌山）權為 樂人

B34
角田 陽（大阪北）

シロヤマ ルキヤ 2 B52 5 ヤマダ リク
（大阪東部）城山 留喜也 B33 B76 B53 山田 吏来（和歌山）

オオタ ギドウ 3 6 ナカデ コウキ
（大阪北）大田 義道 中出 昂希（福井中央）

中学２・３年生男子軽量級（55kg未満）7名  Bコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

サカイ ソウマ
1 5

ヤマモト  ユウト
（大阪北）酒井 蒼昌

B35
山本 悠斗（愛知山本）

B37フジウチ ユヅキ
2 6

サカイ ユウマ
（西東海）藤内 湧月 酒井 佑昌（大阪北）B54 B55オオノ ショウイチロウ

3
B77

（大阪東部）大野 照一郎
7

カワタ リクト
B36サワガシラ ダイト 4 川田 陸斗（大阪北）

（大阪北）澤頭 大翔



中学２・３年生男子重量級（55kg以上)３名 Bコート【表彰】優勝

本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒
フジモト キリュウ

1 3
フジモト ヒロト

（和歌山）藤本 紀龍
B56

藤本 宏斗（岐阜）B57
カトウ ショウゴ

2
B78

4
アブーハンタシュ タウフィーク

（愛知山本）加藤 匠悟 アブーハンタシュ 太宇輔郁（愛知山本）

中学生女子軽量級（45kg未満）３名  Bコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

コバヤシ リンネ
1（西東海）小林 凛音

B58 3
タケナカ キョウ

ムロイ アレン
2

　　　B79 竹中 響（和歌山）
（大阪東部）室井 青蓮

中学生女子重量級（45kg以上）３名  Bコート【表彰】優勝

本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒
アワ ユメハ

1（大阪東部）阿波 叶花
B59 3

ナガミネ  マナカ

コバヤシ シオン
2

　　　B80 長嶺 愛花（愛知山本）
（西東海）小林 汐音

高校生男子軽量級（65kg未満）３名  Bコート【表彰】優勝

本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒
ヨコヤマ ユウキ

1
（大阪東部）横山 裕希 B60 3 カワワキ ハヤト

イシバシ トワ
2

　　　B81 川脇 颯斗（大阪東部）
（大阪東部）石橋 冬翔

女子セーフティ  ３名  Bコート【表彰】優勝

本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒
カゲウラ ユミ

1
（奈良）影浦 有美 B61 3 ムラカミ リナ
フジシタ トモミ

2
　　　B82 村上 莉菜（大阪東部）

（大阪北摂）藤下 智未
女子フルコンタクト ２名  Bコート 【表彰】優勝

本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒
マツモト ヒヨリ

1 2
ヤマダ キョウカ

（奈良）松本 ひより B83 山田 杏佳（京都南）
シニア中級４０歳～４９歳以下  ４名  Bコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

イズミダ シンジ
1 3

シオノ カズヨシ
（大阪北）和泉田 真司

B62
塩野 多由（大阪北）

B63
ミズカミ ヒロキ 2 B84 4 ネギシ ケンタロウ
（京都南）水上 裕貴 根岸 謙太郎（大阪北）



シニア中級５０歳以上  ３名  Bコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

イノウエ コウジ
1

（京都南）井上 興治 B64 3 イノウエ シンスケ
イデ コウジ

2
B85 井上 伸介（和歌山）

（大阪北）井出 弘治
シニア上級４０歳～４９歳以下  ９名  Bコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

マツバラ アキラ
1 5

アキヤマ タカノブ
（愛知山本）松原 晃

B40
秋山 孝信（兵庫中央）

B38
オイタテ ヒロユキ 2 6 ススキ ダイ
（大阪北）追立 裕之 B65 B66 鈴木 弟（福井中央）
ヌマ ヨシノリ

3
B86

7
オオマチ ケンジ

（京都南）湫 義範
B23

大町 兼史（大阪北）
B39

ヨネイ サトシ 4 8 ヤストモ カズキ
（兵庫中央）米井 聡

B41
康友 和基（京都南）

9
オオノ テルヒト

大野 照仁（大阪東部）

シニア上級５０歳以上  ６名  Bコート【表彰】優勝、準優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

カワウチ ハルオ 1 4 ニシザワ ヨウヘイ
（岐阜）川内 晴雄 B43 西澤 洋平（滋賀中央）
フクダ  カズヒコ 2 B67 5 オオタニ マサシ

（愛知山本）福田 和彦 B42 B87 B68 大谷 匡司（愛知山本）
ヤマダ アツヤ 3 6 イガワ ツヨシ

（京都南）山田 宏弥 井川 豪（大阪北）
一般男子初級  ３名  Bコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

エグチ ハヤト
1

（大阪北）江口 勇人 B69 3 モリグチ リョウタ
ヨシノ トモヤ

2
B88 森口 竜多（兵庫中央）

（大阪東部）吉野 知也
一般男子中級  ４名  Bコート【表彰】優勝
本戦１分３０秒ー最終延長１分３０秒

エノモト ゲンキ 1 3 クミタ ヒロカズ
（京都南）榎本 元気 B70 B71 汲田 博一（滋賀中央）
ヨシダ リュウジ 2 B89 4 タカイ ヨシヒサ

（大阪西）吉田 龍示  髙井 良壽（福井中央）
一般男子上級  ９名  Bコート【表彰】優勝、準優勝
本戦２分ー最終延長２分

ナンバ シュンペイ
1 5

オオハシ チカラ
（大阪北）難波 隼平 大橋 主税（兵庫中央）

B44 B46
ハマノ マサキ 2 6 オオグワ ノゾミ

（兵庫中央）濱野 雅希 B72 B73 大鍬 望（和歌山）
オダ ジンク 3 B90 7 ハラダ ヒデト

（大阪東部）小田 尋久
B24

原田 豪人（京都南）B45
フジワラ タケシ 4 8 サカタ ソウゾウ
（京都南）藤原 猛 B47 酒田 創造（福井中央）

9
オウギタニ タクヤ
扇谷 卓哉（大阪北）


