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幼年の部 
優勝・棗田 みやび（勇心会館） 
2 位・宮内 桜那花（志成館） 
3 位・横井 鉄生（拳剛会館） 

小学 1 年生の部 
優勝・渋谷 侑真（極真会館広島県本部） 
2 位・平原 輝（極真石川道場） 

小学 2 年生の部 
優勝・藤森 仁（如水会館呉支部） 
2 位・粟野 凌河（極真会館広島県本部） 
3 位・齋藤 陸斗（武心塾） 
3 位・髙尾 莉空（実践会館） 

小学 2 年生予選の部 
優勝・大村 絆人（魂心舘） 
2 位・久保 天路（如水会館） 
3 位・山本 雄一（如水会館） 
3 位・小川 楓菜（志成館） 

小学 3 年初級の部 
優勝・金谷 康大（如水会館呉支部） 
2 位・原田 龍之介（光雲塾） 
3 位・滝川 幸誠（楓門會） 
3 位・流田 椎成（如水会館呉支部） 

小学 3 年生予選の部 
優勝・近澤 諒武（坂田道場） 

2 位・湯桶 勇成（勇気会） 

3 位・正木 陽（志成館） 

3 位・矢田 心菜（勇気会） 

小学 4年生女子の部 

優勝・宮中 一華（武心塾） 

2 位・小川 結愛（志成館） 

3 位・中西 照穂（楓門會） 

小学 4 年男子初級の部 
優勝・片田 大智（志成館） 
2 位・石川 伴理（志成館） 
3 位・福本 琥太郎（光雲塾） 
 
小学 4 年生男子予選の部 
優勝・三宅 琉生（魂心舘） 
2 位・棗田 咲哉（勇心会館） 
3 位・矢野 叶真（極真会館広島県本部） 
3 位・中藤 健裕（岡田道場） 
 
小学 5 年女子の部 
優勝・田窪 七海（拳剛会館） 
2 位・平原 奏（極真石川道場） 
 
小学 5 年男子初級の部 
優勝・小川 遼（楓門會） 
 
小学 5 年生男子予選の部 
優勝・山本 羚真（勇気会） 
2 位・山田 薫（顕正会館） 
3 位・重長 晴斗（光雲塾） 
3 位・長棹 成次郎（勇心会館） 
 
小学 6 年生初級の部 
優勝・弓指 雄暉（阿部道場） 
 
小学 6 年生予選（43ｋｇ未満） 
優勝・藤井 信之介（顕正会館） 
2 位・重宗 唯人（光雲塾） 
3 位・豊田 優（魂心舘） 
3 位・久保 一路（如水会館） 
 
小学 6 年男子予選（43ｋｇ以上） 
優勝・宮本 泰志（藤田道場） 
2 位・小島 三汰（極真田中道場） 
3 位・重長 裕磨（光雲塾） 
3 位・流田 蓮凰（如水会館呉支部） 
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中学 1 年男子の部（50ｋｇ未満） 
優勝・猿川 拓夢（志成館） 
2 位・藤本 麗亜（志誠館） 
3 位・中野 景悟（極真会館広島県本部） 
3 位・伊藤 陸（勇心会館） 
 
中学 1 年生男子の部（50ｋｇ以上） 
優勝・菊川 明孝（芦原会館） 
2 位・長岡 拳真（魂心舘） 
 
中学 2.3 年女子の部 
優勝・平原 澪（極真石川） 
2 位・徳井 琴子（如水会館） 
3 位・白取 颯葵（如水会館呉支部） 
 
中学 2.3 年男子の部（55ｋｇ未満） 
優勝・藤井 大地（顕正会館） 
2 位・酒井 颯太（顕正会館） 
3 位・脇本 公誠（志誠館） 
3 位・博多 撤平（勇心会館） 
 
中学 2.3 年生男子の部（55ｋｇ以上） 
優勝・松崎 寛太（フリー） 
2 位・村上 廉（勇心会館） 
3 位・大森 啓正（極真會総本部） 

中学 1 年女子の部 
優勝・葛原 美紗希（フリー） 
2 位・岡 ななみ 

高校生以上女子の部 
優勝・廣瀬 美咲（顕正会館） 
2 位・菊川 智鈴（芦原会館） 
 
高校 1 年生男子の部 
優勝・長岡 正拳（魂心舘） 
2 位・升本 和徳（光雲塾） 
 
高校 2.3 年男子の部 
優勝・日中 裕介（武心塾） 
2 位・守谷 正之助（魂心舘） 
3 位・内田 稜（如水会館呉支部） 

一般男子の部 
優勝・田窪 大一（拳剛会館） 
2 位・田上 駿希（勇心会館） 
3 位・吉川 幸秀（極真会館福岡県本部） 
3 位・藤田 和幸（勇気会） 
 
マスターズの部 
優勝・越智 宏喜（無門塾） 
2 位・片田 昌宏（志成館） 



 

    優優勝  準準優勝  33 位位  44 位位  

    志志成館  石石川道場  勇勇気会      

型 小学 1,2 年生 小川 颯菜 平原 輝 黒田 美悠   

    極極眞會総本部  志志成館  志志成館  志志成館  

型 小学 3,4 年生 赤木 利優 石岡 伴理 中島 啓太 猿川 夢空 

    極極真空手坂本派金町道場  石石川道場  勇勇気会  勇勇気会  

型 小学 5,6 年生 小島 三汰 平原 奏 國本 智哉 岡 ななみ 

    志志成館    志志誠館  志志誠館  志志誠館  

型 中学生男子 猿川 拓夢 脇本 公誠 藤本 麗亜 河村 健介 

    石石川道場  極極眞會総本部  志志誠館  極極真会会館福岡県本部  

型 中学生女子 平原 澪 赤木 利帆 藤谷 藍那 石橋 美羽 

    志志誠館  勇勇気会  勇勇気会      

型 一般男子 窪田 武瑠 上川 義光 中野 晴陽   

    志志誠館  志志誠館  勇勇気会  勇勇気会  

型 一般女子 冨山 莉奈 藤谷 優那 黒田 秋恵 岡 ちひろ 

    志志誠館  勇勇気会          

型 マスター女子 河村 真代 矢田 朋子     

 

    優優勝  準準優勝  33 位位  44 位位  

型型  団団体戦小学生  

勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  

福田 颯斗 岡 ななみ 中村 星穏 矢田 心夏 

勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  

國本 智哉 山本 羚真 藤田 大地 岡 あすか 

勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  勇勇気会  

梶山 進一朗 湯桶 勇成 黒田 美悠 黒田 佑成 

試試合団体名  勇勇気会小学生 BB チチーム  勇勇気会小学生 AA チチーム  勇勇気会小学生 DD チチーム  勇勇気会小学生 CC チチーム  

          

型型  団団体戦中学生  

志志誠館              

脇本 公誠         

志志誠館              

河村 健介         

志志誠館              

藤谷 藍那         

試試合団体名  mmade in 志志誠館              

     

型型  団団体戦一般  

志志誠館  勇勇気会  勇勇気会      

冨山 莉奈 上川 義光 中野 晴陽     

志志誠館  勇勇気会  勇勇気会      

藤谷 優那 黒田 秋恵 矢田 朋子     

志志誠館  勇勇気会  勇勇気会      

河村 真代 岡 ちひろ 國本 愛祐美     

試試合団体名  志志誠館そこそこやるよ  勇勇気会一般 AA チチーム  勇勇気会一般 BB チチーム      
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【個人戦】

【団体戦】


