
順番 出場 クラス 氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名

1 ジュニアチャレンジファイト 小学1年男子 田中 櫂 正道会館 兵庫県本部 松田 剛 正道会館 VIVO喜連瓜破教室スポーツクラブ 

2 ジュニアチャレンジファイト 小学1年女子 森田 このみ 正道会館 髙雄道場 

3 ジュニアチャレンジファイト 小学2年男子 恒成 優馬 正道会館 兵庫県本部 平岡 大空 正道会館 髙雄道場 善野 天瑛 正道会館 髙雄道場 中谷 蓮 正道会館 GSJ

4 ジュニアチャレンジファイト 小学3年男子 福山 大悟 岡村道場 姫路本部 土井 光貴 正道会館 大阪東道場 

5 ジュニアチャレンジファイト 小学3年女子 辻 梨花 岡村道場 姫路本部 

6 ジュニアチャレンジファイト 小学4年男子 中村 琥 志輝会館  粟根 蓮 正道会館 髙雄道場 池添 瑞生 正道会館 髙雄道場 森重 遥也 正道会館 元気道場 

7 ジュニアチャレンジファイト 小学4年女子 佐野 唯桜里 岡村道場 姫路本部 

8 ジュニアチャレンジファイト 小学5年男子 米田 勇翔 岡村道場 姫路本部 米澤 航平 正道会館 VIVO喜連瓜破教室スポーツクラブ 

9 ジュニアチャレンジファイト 小学6年男子 加藤 大葵 真盟会館 泉佐野支部

10 マスターズ男子チャレンジファイト 軽量級70kg未満 小山 真司 正道会館 青雲会　 

11 マスターズ男子 軽量級70kg未満 西﨑西﨑 雅人 正道会館 心勇館 

12 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 幼児年中男女混合 出口 瑛士 正道会館 髙雄道場 

13 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 幼児年長男女混合 秋山 輝 正道会館 VIVO喜連瓜破教室スポーツクラブ 中川 悠翔 宮野道場 伊丹支部

14 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学1年男女混合 平松 咲 正道会館 中田道場 惠土 悠生 正道会館 髙雄道場 

15 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学2年男子 佐々木 大悟 宮野道場 伊丹支部 矢野 翔斗 正道会館 青雲会　 

16 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学2年女子 永井 さくら 正道会館 髙雄道場 

17 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学3年男子 中原 悠翔 正道会館 髙雄道場 國領 拳聖 昇心塾  

18 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学3年女子 倉橋 夏海 正道会館 兵庫県本部 上田 梓乃 昇心塾  

19 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学4年男子軽量級30kg未満 米村 建人 岡村道場 姫路本部 

20 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学4年女子軽量級30kg未満 藤田 心和 岡村道場 姫路本部 

21 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学4年男子重量級30kg以上 岩井 颯音 正道会館 髙雄道場 德德永 晴奏 聖武会館 西宮支部 

22 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学4年女子重量級30kg以上 酒井 美空 今西道場  

23 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学5年男子軽量級34kg未満 榊原 緑心 正道会館 総本部 表 憲吾 正道会館 青雲会　 

24 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学5年女子軽量級34kg未満 植山 まつり 正道会館 GSJ

25 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学5年男子重量級34kg以上 大浴 元気 正道会館 髙雄道場 

26 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学5年女子重量級34kg以上 上野 凛心 空手道一拳会  

27 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学6年男子軽量級38kg未満 藤井 優 国際如水会館 原田道場 

28 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学6年男子重量級38kg以上 石神 心 正道会館 総本部 辻 正真 正道会館 髙雄道場 

29 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 小学6年女子無差別級 田中 清賀 金剛カラテ 川地道場 

30 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学1年男子軽量級45kg未満 榊原 統羽 正道会館 総本部 

31 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学1年女子軽量級45kg未満 中村 莉亜 正道会館 髙雄道場 

32 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学2･3年男子軽量級52kg未満 岸 琉生 正道会館 髙雄道場 

33 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学2･3年女子軽量級49kg未満 前河 凜花 正道会館 髙雄道場 

34 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学男子重量級52kg以上 坂野 礼 正道会館 五教館 

35 ジュニアNationalChampionship選抜クラス 中学女子重量級49kg以上 増本 愛桜 今西道場  
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