
藤浦　寧々 ふじうら　　ねね 伊丹支部 初心　年中男女混合クラス
鍵谷　柊聖 かぎたに　　しゅうせい 本部 初心　年中男女混合クラス
辻中　颯 つじなか　　そう 茨木支部 初心　年中男女混合クラス
窪田　光希 くぼた　　　こうき 茨木支部 初心　年中男女混合クラス
白井　航生 しらい　　　こうせい 伊丹支部 初心　年中男女混合クラス

坪井　七香 つぼい　　　ななか 本部 初心　年長男女混合クラス
重安　琥太郎 しげやす　　こたろう 繋優館本部 初心　年長男女混合クラス
瀧本　朔太郎 たきもと　　さくたろう 本部 初心　年長男女混合クラス
白石　健 しらいし　　けん 茨木支部 初心　年長男女混合クラス
安田　成 やすだ　　　じょう 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初心　年長男女混合クラス
塩見　泰芽 しおみ　　　たいが 宝塚南支部 初心　年長男女混合クラス
鳥居　慎 とりい　　　まこと 繋優館本部 初心　年長男女混合クラス
德永　郁翔 とくなが　　いくと 本部 初心　年長男女混合クラス
宇山　ふう　 うやま 誠空会池田支部 初心　年長男女混合クラス
福田　蓮瑠翔 ふくだ　　　はると 繋優館本部 初心　年長男女混合クラス
山中　緑士 やまなか　　ろくと 茨木支部 初心　年長男女混合クラス
水野　稜 みずの　　　りょう 伊丹支部 初心　年長男女混合クラス
狭間　翔愛 はざま　　　とあ 繋優館本部 初心　年長男女混合クラス
阪上　陽輝 さかうえ　　はるき 本部 初心　年長男女混合クラス
伊藤　翼　 いとう　　　つばさ 須磨支部 初心　年長男女混合クラス
西田　奏佑 にしだ　　　そうすけ 茨木支部 初心　年長男女混合クラス
福岡　樹希 ふくおか　　いつき 繋優館本部 初心　年長男女混合クラス

佐々木　葉奈 ささき　　　はな 伊丹支部 初心　小学1年女子クラス
吉川　結雪 きっかわ　　ゆゆ 茨木支部 初心　小学1年女子クラス
阿多石　琴子 あたいし　　ことこ 本部 初心　小学1年女子クラス
李　文昕　 り　　　　　うぇんしん 本部 初心　小学1年女子クラス
夏井　愛來 なつい　　　あいら 伊丹支部 初心　小学1年女子クラス
角田　香奈帆 すみた　　　こなほ 須磨支部 初心　小学1年女子クラス
下川 櫻 ガブリエラ しもかわ　さくら 伊丹支部 初心　小学1年女子クラス

池田　栄徳 いけだ　　　えいとく 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
江藤　将希 えとう　　　まさき 生瀬支部 初心　小学1年男子クラス
入江　幸樹 いりえ　　　こうき 牧山道場 初心　小学1年男子クラス
前川　碧 まえかわ　　あおい 本部 初心　小学1年男子クラス
梅村　春斗 うめむら　　はると 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
丸井　神楽 まるい　　　かぐら 宝塚南支部 初心　小学1年男子クラス
酒井　陸 さかい　　　りく 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
樋口　優晴 ひぐち　　　ゆうせい 本部 初心　小学1年男子クラス
中西　新 なかにし　　あらた 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
吉村　和 よしむら　　とも 牧山道場 初心　小学1年男子クラス
板谷　朔 いたや　　　さく 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
岡本　大璃 おかもと　　たいり 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
中津　郁人 なかつ　　　いくと 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
松原　蒼介 まつばら　　そうすけ 茨木支部 初心　小学1年男子クラス
渡辺　祐都 わたなべ　　ゆうと 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
門原　一綺 かどはら　　いつき 牧山道場 初心　小学1年男子クラス
田中　旬 たなか　　　しゅん 繋優館本部 初心　小学1年男子クラス
川島　伊織 かわしま　　いおり 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
大橋　明仁 おおはし　　あきと 神戸西支部 初心　小学1年男子クラス
古川　瑛翔 ふるかわ　　えいと 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス
藤田　透真 ふじた　　　とうま 伊丹支部 初心　小学1年男子クラス

第1部



岡田　柚羽 おかだ　　　ゆずは 伊丹支部 初心　小学2年女子クラス
増倉　成美 ますくら　　なるみ 繋優館本部 初心　小学2年女子クラス
髙山　小春 たかやま　　こはる 豊中支部 初心　小学2年女子クラス
王　晨熙 おう　　　　しんき 繋優館本部 初心　小学2年女子クラス
春本　和雅子 はるもと　　わかこ 宝塚南支部 初心　小学2年女子クラス

松山　晃己 まつやま　　こうき 繋優館本部 初心　小学2年男子クラス
井上　陽太 いのうえ　　ようた 宝塚南支部 初心　小学2年男子クラス
常徳　天翔 つねとく　　あまと 本部 初心　小学2年男子クラス
辻中　勇翔 つじなか　　はやと 天志道場新千里支部 初心　小学2年男子クラス
谷　翔貴 たに　　　　しょうき 豊中支部 初心　小学2年男子クラス
望月　晴斗 もつづき　　はると 生瀬支部 初心　小学2年男子クラス
久保井　清新 くぼい　　　せいしん 本部 初心　小学2年男子クラス
青野　斗真 あおの　　　とうま 本部 初心　小学2年男子クラス
緒方　蒼士 おがた　　　そうし 繋優館本部 初心　小学2年男子クラス
澤本　虎 さわもと　　たいが 川西支部 初心　小学2年男子クラス
中島　翔馬 なかしま　　しょうま　 西宮支部 初心　小学2年男子クラス
伊藤　心之介 いとう　　　しんのすけ 茨木支部 初心　小学2年男子クラス
井上　壱心 いのうえ　　いっさ 伊丹支部 初心　小学2年男子クラス
木ノ山　陸人 きのやま　　りくと 本部 初心　小学2年男子クラス
上田　勇和 うえだ　　　ゆうわ 牧山道場 初心　小学2年男子クラス
藤井　湊大 ふじい　　　みなと 生瀬支部 初心　小学2年男子クラス
野口　響生 のぐち　　　きょう 繋優館本部 初心　小学2年男子クラス
石田　翔大 いしだ　　　しょうた 茨木支部 初心　小学2年男子クラス
梶川　絢申 かじかわ　　けんしん 伊丹支部 初心　小学2年男子クラス
乾　仁多郎 いぬい　　　じんたろう 西宮支部 初心　小学2年男子クラス
濵嵜　惺斗 はまさき　　せいと 繋優館本部 初心　小学2年男子クラス
権隨　逞斗 ごんずい　　ていと 本部 初心　小学2年男子クラス
澤本　丞 さわもと　　じょう 川西支部 初心　小学2年男子クラス
塩見　奏芽 しおみ　　　そうが 宝塚南支部 初心　小学2年男子クラス
今中　蒼介 いまなか　　そうすけ 生瀬支部 初心　小学2年男子クラス
井上　悠大 いのうえ　　ゆうだい 繋優館本部 初心　小学2年男子クラス
杉原　龍之介 すぎはら　　りゅうのすけ 本部 初心　小学2年男子クラス

田中　こはな たなか 伊丹支部 初心　小学3年女子クラス
本吉　陽葵 もとよし　　ひなた 西宮支部 初心　小学3年女子クラス
佐野　幸菜 さの　　　　ゆきな 本部 初心　小学3年女子クラス
平山　愛結 ひらやま　　あゆ 伊丹支部 初心　小学3年女子クラス
辻中　陽菜 つじなか　　ひな 茨木支部 初心　小学3年女子クラス
德永　千和 とくなが　　ちより 須磨支部 初心　小学3年女子クラス

田中　景 たなか　　　きょう 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
江藤　優斗 えとう　　　ゆうと 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス
森　港晴 もり　　　　こうせい 本部 初心　小学3年男子クラス
中野　聖二 なかの　　　せいじ 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス
西村　瑛人 にしむら　　えいと 伊丹支部 初心　小学3年男子クラス
松葉　大河 まつば　　　たいが 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
大井田　渉 おおいだ　　わたる 宝塚南支部 初心　小学3年男子クラス
辻田　琉之佑 つじた　　　りゅうのすけ 伊丹支部 初心　小学3年男子クラス
鳥居　新 とりい　　　あらた 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
苅谷　湊 かりや　　　みなと 正援塾 初心　小学3年男子クラス
藤井　爲世 ふじい　　　ためつぐ 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス
井上　碧風 いのうえ　　みかぜ 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
目　璃空 さがん　　　りく 本部 初心　小学3年男子クラス
山蔭　理久 やまかげ　　りく 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス
MAHARAJAN RYUSEI マハラジャン　リュウセイ 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初心　小学3年男子クラス
島本　聖琉 しまもと　　せいる 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
石垣　結弦 いしがき　　ゆづる 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス
夏井　伶斗 なつい　　　れいと 伊丹支部 初心　小学3年男子クラス
辻井　海童 つじい　　　かいどう 本部 初心　小学3年男子クラス
平野　翔啓 ひらの　　　かける 神戸西支部 初心　小学3年男子クラス
小谷　明日真 こたに　　　あすま 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
阿多石　哲平 あたいし　　てっぺい 本部 初心　小学3年男子クラス
恒吉　遥人 つねよし　　はると 繋優館本部 初心　小学3年男子クラス
池本　拓道 いけもと　　ひろみち 伊丹支部 初心　小学3年男子クラス
中村　勇翔 なかむら　　はやと 生瀬支部 初心　小学3年男子クラス

第2部



杉村　一綺 すぎむら　　いつき 本部 初心　小学4年女子クラス
山口　咲良 やまぐち　　さら 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初心　小学4年女子クラス
酒井　美怜 さかい　　　みさと 茨木支部 初心　小学4年女子クラス
上出　咲奈 かみで　　　さな 川西支部 初心　小学4年女子クラス

坪井　一吹 つぼい　　　いぶき 本部 初心　小学4年男子クラス
山本　宝芽 やまもと　　ほうが 須磨支部 初心　小学4年男子クラス
今城　天 いまじょう　てん 川西支部 初心　小学4年男子クラス
滕　文熙 とう　　　　ぶんき 伊丹支部 初心　小学4年男子クラス
別府　洸希 べっぷ　　　こうき 西宮支部 初心　小学4年男子クラス
山中　掬士 やまなか　　きくと 茨木支部 初心　小学4年男子クラス
山本　浩輝 やまもと　　ひろき 伊丹支部 初心　小学4年男子クラス
竹田　玲旺 たけだ　　　れお 繋優館本部 初心　小学4年男子クラス
柿田　球志 かきた　　　きゅうじ 三田支部 初心　小学4年男子クラス
神農　京介 じんの　　　きょうすけ 天志道場 初心　小学4年男子クラス
蔵本　壮羽 くらもと　　そうは 神戸西支部 初心　小学4年男子クラス
濵嵜　瑠星 はまさき　　りゅうせい 繋優館本部 初心　小学4年男子クラス
佐藤　宙翔 さとう　　　ひろと 伊丹支部 初心　小学4年男子クラス
大槻　和夢 おおつき　　かずむ 本部 初心　小学4年男子クラス
片山　煌牙 かたやま　　おうが 西宮支部 初心　小学4年男子クラス
山路　拓歩 やまじ　　　たくほ 三田支部 初心　小学4年男子クラス
髙濱　琉生 たかはま　　るい 繋優館本部 初心　小学4年男子クラス

山原　奈々 やまはら　　なな 繋優館本部 初心　小学5年女子クラス
石井　麻結 いしい　　　まゆ 初心　小学5年女子クラス
河島　祥子 かわしま　　しょうこ 宝塚南支部 初心　小学5年女子クラス
小谷　心桜 こたに　　　みお 繋優館本部 初心　小学5年女子クラス
加福　あい かふく 天志道場新千里支部 初心　小学5年女子クラス
片山　実咲 かたやま　　みさき 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初心　小学5年女子クラス

岡田　新 おかだ　　　あらた 伊丹支部 初心　小学5年男子クラス
佐野　龍士 さの　　　　りゅうと 本部 初心　小学5年男子クラス
石垣　遥馬 いしがき　　はるま 生瀬支部 初心　小学5年男子クラス
井上　晴翔 いのうえ　　はると 茨木支部 初心　小学5年男子クラス
上野　新太 うえの　　　あらた 誠空会宝塚道場 初心　小学5年男子クラス
本吉　春陽 もとよし　　はるひ 西宮支部 初心　小学5年男子クラス
森木　駿 もりき　　　しゅん 天志道場 初心　小学5年男子クラス
藤井　雄大 ふじい　　　ゆうだい 生瀬支部 初心　小学5年男子クラス
井上　雷翔 いのうえ　　らいと 繋優館本部 初心　小学5年男子クラス
内田　雄大 うちだ　　　ゆうと 川西支部 初心　小学5年男子クラス
松本　直孝 まつもと　　なおたか 誠空会宝塚道場 初心　小学5年男子クラス
澤登　太一 さわと　　　たいち 茨木支部 初心　小学5年男子クラス
鎌田　雄斗 かまだ　　　ゆうと 正援塾 初心　小学5年男子クラス
福田　享倖 ふくだ　　　こうき 本部 初心　小学5年男子クラス
段原　元翔 だんはら　　げんと 宝塚空手教室てとて 初心　小学5年男子クラス

佐々木　海緒 ささき　　　みお 牧山道場 初心　小学6年女子クラス
有田　玲央奈 ありた　　　れおな 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初心　小学6年女子クラス

吉澤　宋馬 よしざわ　　そうま 伊丹支部 初心　小学6年男子クラス
河野　稜 こうの　　　りょう 生瀬支部 初心　小学6年男子クラス
八田　紘太朗 はった　　　こたろう 茨木支部 初心　小学6年男子クラス
上村　碧依 うえむら　　あおい 伊丹支部 初心　小学6年男子クラス
池田　海維 いけだ　　　かいい 伊丹支部 初心　小学6年男子クラス
井口　諒歩 いぐち　　　りょうほ 茨木支部 初心　小学6年男子クラス
東地　慎之介 ひがしじ　　しんのすけ 茨木支部 初心　小学6年男子クラス
青木　滉太朗 あおき　　　こうたろう 伊丹支部 初心　小学6年男子クラス

神農　葵 じんの　　　あおい 天志道場 初心　中学1年女子クラス
加福　るみ かふく 天志道場新千里支部 初心　中学1年女子クラス
宇佐美　裕希 うさみ　　　ゆうき 岡村道場神戸東本部 初心　中学1年女子クラス

平芳　翔空 ひらよし　　とあ 繋優館本部 初心　中学1・2年男子クラス
髙濱　悠也 たかはま　　ゆうや 繋優館本部 初心　中学1・2年男子クラス
野口　恭佑 のぐち　　　きょうすけ 本部 初心　中学1・2年男子クラス
恒吉　翔悟 つねよし　　しょうご 繋優館本部 初心　中学1・2年男子クラス
李　文爍　 リ　　　ウェンシュオ 本部 初心　中学1・2年男子クラス

第3部



上田　蘭 うえだ　　　らん 本部 初中級　年長男女混合クラス
山崎　瞬 やまざき　　しゅん 牧山道場 初中級　年長男女混合クラス
杉山　智捺 すぎやま　　ちなつ 本部 初中級　年長男女混合クラス
井関　源介 いせき　　　げんすけ 伊丹支部 初中級　年長男女混合クラス
金輪　直人 かなわ　　　なおと 本部 初中級　年長男女混合クラス

中井　士道 なかい　　　しどう 誠空会池田本部 初中級　小学1年男子クラス
上田　莞太 うえだ　　　かんた 伊丹支部 初中級　小学1年男子クラス

中川　悠翔 なかがわ　　ゆうと 伊丹支部 初中級　小学1・2年男子クラス
宮宗　琥心 みやそう　　ここ 本部 初中級　小学1・2年男子クラス
北村　隼聖 きたむら　　しゅんせい 須磨支部 初中級　小学1・2年男子クラス
藤浦　幸之助 ふじうら　　こうのすけ 伊丹支部 初中級　小学1・2年男子クラス
森下　湊士 もりした　　そうし 生瀬支部 初中級　小学1・2年男子クラス
木村　海翔 きむら　　　かいと 本部 初中級　小学1・2年男子クラス

野澤　結美 のざわ　　　ゆみ 三田支部 初中級　小学2・3年女子クラス
河島　遥子 かわしま　　はるこ 宝塚南支部 初中級　小学2・3年女子クラス
宮本　ことは みやもと 本部 初中級　小学2・3年女子クラス
窪田　汐莉 くぼた　　　しおり 茨木支部 初中級　小学2・3年女子クラス

上田　翔希 うえだ　　　しょうき 本部 初中級　小学3年男子クラス
姉川　暖 あねがわ　　はる 正援塾 初中級　小学3年男子クラス
因　優樹 いん　　　　ゆうき 本部 初中級　小学3年男子クラス
藤山　兼匠 ふじやま　　けんしょう 須磨支部 初中級　小学3年男子クラス
橋本　好右 はしもと　　こうすけ 本部 初中級　小学3年男子クラス
吉田　将太朗 よしだ　　　しょうたろう 正援塾 初中級　小学3年男子クラス
上仲　翔大 うえなか　　しょうだい 本部 初中級　小学3年男子クラス
住野　吏音 すみの　　　りおん 極真会館手塚グループ兵庫県本部 初中級　小学3年男子クラス
井関　琥太郎 いせき　　　こたろう 伊丹支部 初中級　小学3年男子クラス

塩見　日菜乃 しおみ　　　ひなの 本部 初中級　小学3・4年女子クラス
山本　怜奈 やまもと　　れいな 本部 初中級　小学3・4年女子クラス
藤原　絢香 ふじわら　　あやか 伊丹支部 初中級　小学3・4年女子クラス
北井　海音來 きたい　　　あねら 本部 初中級　小学3・4年女子クラス
吉川　瑠夏 きっかわ　　るか 茨木支部 初中級　小学3・4年女子クラス
福盛　美咲 ふくもり　　みさき 本部 初中級　小学3・4年女子クラス
永田　花笑 ながた　　　かえ 豊中支部 初中級　小学3・4年女子クラス

藤本　光輝 ふじもと　　ひかる 牧山道場 初中級　小学4年男子クラス
森本　蒼満 もりもと　　そうま　 本部 初中級　小学4年男子クラス
敷島　陽向 しきしま　　ひなた　 誠空会宝塚道場 初中級　小学4年男子クラス
沖田　勇真 おきた　　　ゆうま 本部 初中級　小学4年男子クラス
東山　大志 ひがしやま　たいし 正援塾 初中級　小学4年男子クラス
辻　陽登 つじ　　　　はると 須磨支部 初中級　小学4年男子クラス
青木　柊二 あおき　　　しゅうじ 伊丹支部 初中級　小学4年男子クラス
明城　颯人 あけしろ　　はやと 牧山道場 初中級　小学4年男子クラス
中尾　環太 なかお　　　かんた 伊丹支部 初中級　小学4年男子クラス

窪田　実莉 くぼた　　　みのり 茨木支部 中級　小学4・5年女子クラス 
池尻　未来　 いけじり　　みく 本部 中級　小学4・5年女子クラス 
畠山　結衣 はたけやま　ゆい 茨木支部 中級　小学4・5年女子クラス 
野澤　瑠美 のざわ　　　るみ 三田支部 中級　小学4・5年女子クラス 
鈴木　花香 すずき　　　かこ 茨木支部 中級　小学4・5年女子クラス 
廣松　里沙 ひろまつ　　りさ 極真会館手塚グループ兵庫県本部 中級　小学4・5年女子クラス 
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上田　あさひ うえだ 牧山道場 初中級　小学5年女子クラス
堂阪　瑠依榎 どうさか　　るいか 天志道場 初中級　小学5年女子クラス
塩見　彩芽 しおみ　　　あやめ 宝塚南支部 初中級　小学5年女子クラス
細見　風花 ほそみ　　　ふうか 本部 初中級　小学5年女子クラス
富田　幸 とみた　　　ゆき 想拳塾 初中級　小学5年女子クラス
中川　凜香 なかがわ　　りんか 豊中支部 初中級　小学5年女子クラス
橋本　美和 はしもと　　みわ 正援塾 初中級　小学5年女子クラス

久保　一稀 くぼ　　　　いつき 茨木支部 初中級　小学5年男子クラス
庄中　出 しょうなか　いづる 正援塾 初中級　小学5年男子クラス
泉　蓮 いずみ　　　れん 豊中支部 初中級　小学5年男子クラス
森山　友太 もりやま　　ともた 川西支部 初中級　小学5年男子クラス
紙田　春乃佑 かみた　　　はるのすけ 豊中支部 初中級　小学5年男子クラス
梶原　蒼介 かじはら　　そうすけ 牧山道場 初中級　小学5年男子クラス
山口　空桜 やまぐち　　そら 豊中支部 初中級　小学5年男子クラス

田中　陽咲 たなか　　　ひなた 伊丹支部 初中級　小学6年女子クラス
永本　瑚々花 ながもと　　ここな 牧山道場 初中級　小学6年女子クラス
井上　心結 いのうえ　　みゆ 茨木支部 初中級　小学6年女子クラス
佐瀬　歩希 させ　　　　ふき 牧山道場 初中級　小学6年女子クラス

三宅　隆公 みやけ　　　たかまさ 正援塾 初中級　小学6年男子クラス
楳原　義琉 うめはら　　たける 生瀬支部 初中級　小学6年男子クラス
桑原　淳太 くわはら　　じゅんた 本部 初中級　小学6年男子クラス
池本　真道 いけもと　　まさみち 伊丹支部 初中級　小学6年男子クラス
里中　悠也 さとなか　　ゆうや 茨木支部 初中級　小学6年男子クラス
中川　颯太 なかがわ　　そうた 伊丹支部 初中級　小学6年男子クラス
渡口　丈輔 とぐち　　　じょうすけ 本部 初中級　小学6年男子クラス
宮本　海志 みやもと　　かいじ 伊丹支部 初中級　小学6年男子クラス
小松　良輔 こまつ　　　りょうすけ 正援塾 初中級　小学6年男子クラス

堂阪　瑚々祢 どうさか　　ここね 天志道場 女子特別ワンマッチ
大西　舞音 おおにし　　まいね 本部 女子特別ワンマッチ

嶋津　晴喜 しまづ　　　はるき 伊丹支部 初中級　中学1・2年男子クラス
三宅　理仁 みやけ　　　まさひと 正援塾 初中級　中学1・2年男子クラス
大槻　拓夢 おおつき　　たくむ 本部 初中級　中学1・2年男子クラス
浮田　幹士 うきた　　　かんじ 天志道場新千里支部 初中級　中学1・2年男子クラス
伊藤　太智 いとう　　　たいち 茨木支部 初中級　中学1・2年男子クラス
細見　琉太 ほそみ　　　りゅうた 本部 初中級　中学1・2年男子クラス
紙田　瑛虎 かみた　　　えいご 豊中支部 初中級　中学1・2年男子クラス
上仲　律葵 うえなか　　りつき 本部 初中級　中学1・2年男子クラス
松田　桜太朗 まつだ　　　おうたろう 宝塚南支部 初中級　中学1・2年男子クラス

北井　琉飛海 きたい　　　るひあ 本部 上級　小学4・5年男子クラス
玉井　佑樹 たまい　　　ゆうき 川西支部 上級　小学4・5年男子クラス
佐々木　大悟 ささき　　　だいご 伊丹支部 上級　小学4・5年男子クラス
本岡　琥太郎 もとおか　　こたろう 茨木支部 上級　小学4・5年男子クラス
宮本　瑛史 みやもと　　かいじ 伊丹支部 上級　小学4・5年男子クラス
白井　悠生 しらい　　　ゆうせい 伊丹支部 上級　小学4・5年男子クラス
井久保　奏音 いくぼ　　　かなと 聖武会館 上級　小学4・5年男子クラス

竹本   歩太 たけもと　　あゆた 正援塾 上級　小学6年男子クラス
石垣　翔理 いしがき　　しょうり 聖武会館 上級　小学6年男子クラス
塩見　琉斗 しおみ　　　りゅうと 本部 上級　小学6年男子クラス
水野　透麻 みずの　　　とうま 聖武会館 上級　小学6年男子クラス
渡部　雅明 わたなべ　　まさあき 本部 上級　小学6年男子クラス
津田　綾也 つだ　　　　りょうや 聖武会館 上級　小学6年男子クラス
池尻　永遠 いけじり　　とわ 本部 上級　小学6年男子クラス
石垣　汰理 いしがき　　だいり 聖武会館 上級　小学6年男子クラス
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森下　瑛斗 もりした　　えいと 本部 上級　小学6年男子クラス



矢野　雅昭 やの　　　　まさあき 岡村道場神戸東本部 初級　一般男子 40歳以上クラス 【70kg以上】
神足　慎一朗 こうたり　　しんいちろう 少林拳空手道伊丹南支部 初級　一般男子 40歳以上クラス 【70kg以上】
米倉　彰次 よねくら　　しょうじ 勇輝会館 初級　一般男子 40歳以上クラス 【70kg以上】
廣岡　秀典 ひろおか　　ひでのり 天志道場新千里支部 初級　一般男子 40歳以上クラス 【70kg以上】

辻中　勝 つじなか　　まさる 茨木支部 中級　一般男子 40歳以上クラス【70kg未満】
辻中　猛 つじなか　　たけし 天志道場新千里支部 中級　一般男子 40歳以上クラス【70kg未満】
髙木　隆史 たかぎ　　　たかし 本部 中級　一般男子 40歳以上クラス【70kg未満】

當眞　義裕 とうま　　　よしひろ 勇輝会館 中級　一般男子 40歳以上クラス【70kg以上】
村瀬　格 むらせ　　　ただし 本部 中級　一般男子 40歳以上クラス【70kg以上】

木津　慶次郎 きづ　　　　けいじろう 牧山道場 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
仲野　道雄 なかの　　　みちお 中井道場 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
大橋　克紀 おおはし　　かつのり 神戸西支部 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
榎本　真次郎 えのもと　　しんじろう 少林拳空手道尼崎北支部 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
竹本　克之 たけもと　　かつゆき 勇輝会館 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
織部　良一 おりべ　　　りょういち 少林拳空手道尼崎北支部 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
松村　哲孝 まつむら　　あきたか 神戸西支部 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
宮本　泰之 みやもと　　やすゆき 牧山道場 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】
東地　亮介 ひがしじ　　りょうすけ 茨木支部 初級　一般男子 37歳以上クラス【70kg未満】

セビルミシ ハジ メメット 牧山道場 初級　一般男子 30~39歳クラス 【70kg以上】
鈴木　隆洋 すずき　　　たかひろ 茨木支部 初級　一般男子 30~39歳クラス 【70kg以上】
前田　拡夢 まえだ　　　ひろむ 少林拳空手道尼崎北支部 初級　一般男子 30~39歳クラス 【70kg以上】

辰巳　裕也 たつみ　　　ゆうや 牧山道場 中級　一般男子 30~39歳クラス【70kg未満】
佐藤　亮介 さとう　　　りょうすけ 茨木支部 中級　一般男子 30~39歳クラス【70kg未満】

楠本　莉可 くすもと　　りか 牧山道場 初級　一般女子クラス 【無差別】
坂本　涼子 さかもと　　りょうこ 真盟会館泉佐野支部 初級　一般女子クラス 【無差別】
青木　芙羽亜 あおき　　　ふうあ 本部 初級　一般女子クラス 【無差別】

髙松　秀悟 たかまつ　　しゅうご 真盟会館泉佐野支部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
小野　凌 おの　　　　りょう 本部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
竹内　優樹 たけうち　　ゆうき 岡村道場神戸東本部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
臼井　優希 うすい　　　ゆうき 正道会館総本部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
賀山　翔太 かやま　　　しょうた 烈士塾鳥取支部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
松田　聖大 まつだ　　　しょうだい 岡村道場神戸東本部 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
岡本　隆也 おかもと　　りゅうや 牧山道場 初級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】

藤田　彪牙 ふじた　　　ひゅうが 本部 中級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
神原　多一祐 かんばら　　たいすけ 本部 中級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
爲廣　良太 ためひろ　　りょうた 岡村道場神戸東本部 中級　一般男子 16～29歳クラス【70kg未満】
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