
1 幼年 石塚　雄陽 (自然拳法) 橋本　玲生 (武生) 竹内　虎和 (自然拳法) 壁　悠之助 (吉村道場)

2 小１初級 田村　大地 (極真浜井中島) 西沢　佳晟 (鯖江第一) 坂東　慎之助 (鯖江第一) 角野　龍志 (澤崎道場)

3 小１上級 北島　奏汰 (自然拳法) 東　佑來 (吉村道場) 林　くる未 (極真浜井中島) 田中　隼人 (東京金町)

4 小２初級 畑　日丸 (眞琉會) 木村　叶弥 (澤崎道場) 吉田　暖海 (吉村道場) 竹内　飛虎 (澤崎道場)

5 小２上級 堀田　みず希 (千山道場) 塚本　瑛太 (澤崎道場) 西巻　里音 (士衛塾総本部) 中川　琴心 (東京金町)

6 小３初級 平山　億虎 (士衛塾石川) 島田　叶登 (澤崎道場) 田中　寛人 (澤崎道場) 塚田　永遠 (澤崎道場)

7 小３上級 東谷　昂征 (澤崎道場) 佐野　快吏 (眞琉會) 斉藤　煌弥 (士衛塾総本部) 八木　渚 (極真浜井中島)

8 小４初級 瀬戸　大輝 (極真浜井田賀) 中道　竣介 (澤崎道場) 伊藤　貴子 (福井) 藤原　陽依 (今庄)

9 小４男子上級 中村　陸 (正樹道場) 大坂　遼空 (澤崎道場) 北島　優吾 (自然拳法) 松浦　翔大 (空柔館)

10 小４女子上級 能澤　誠美 (吉村道場) 中町　來未 (空柔館) 小林　麗美華 (士衛塾総本部) 吉澤　詩桜 (千山道場)

11 小５男子初級 棚田　吉郎 (澤崎道場) 中村　仁 (鯖江) 田中　佑昌 (今立) 谷口　楓磨 (南越前)

12 小５男子上級 38ｋｇ未満 高橋　海翔 (士衛塾総本部) 諏佐　暖人 (士衛塾総本部) 福井　悠太 (吉村道場) 地原　桜雅 (自然拳法)

13 小５男子上級 38ｋｇ以上 斉藤　快浬 (士衛塾総本部) 松下　翔雅 (極真浜井田賀) 立浪　利彬 (吉村道場) 小川　理貴 (士衛塾総本部)

14 小5女子初級 齋藤　可恋 (鯖江)

15 小５女子上級 38ｋｇ未満 廣木　真優 (自然拳法) 柴山　心愛 (自然拳法) 岡　彩穂 (眞琉會) 荒田　悠良 (吉村道場)

16 小５女子上級 38ｋｇ以上 板倉　未羽 (士衛塾総本部) 石田　優衣 (大道塾)

17 小６男子初級 小林　右京 (澤崎道場) 坪内　暖人 (澤崎道場) 山口　裕聖 (南越前) 小倉　一希 (王子保)

18 小６男子上級 43ｋｇ未満 今村　竜貴 (士衛塾石川) 諏佐　人和 (士衛塾総本部) 後藤　楽人 (吉村道場) 中川　眞仁 (東京金町)

19 小６男子上級 43ｋｇ以上 齊藤　総眞 (士衛塾総本部) 坂田　大空 (眞琉會) 新井　康太 (自然拳法) 松澤　零 (山口道場)

20 小６女子初級

21 小６女子上級 43kg未満 山瀬　茉緒 (極真浜井中島) 中野　倫華 (士衛塾総本部) 脇内　結愛 (山口道場) 筒井　ふたば (眞琉會)

22 小６女子上級 43kg以上 松岡　渚紗 (勇輝会館) 石坂　佳珠 (正道会館　正天會) 高山　桐 (正道会館　正天會) 伊藤　千華 (鯖江)

23 中学１年女子 中川　梨里愛 (今庄) 寺崎　裕遊 (士衛塾石川) 柳川　葵 (士衛塾石川) 水口　碧波 (山口道場)

24 中学２・３年女子 小林　麗於菜 (士衛塾総本部) 尾関　優花 (拳悠会) 吉岡　真生 (拳悠会) 新谷　彩心 (拳悠会)

25 中学１年男子 50kg未満 早川　和輝 (吉村道場) 前　隼斗 (空柔館) 斉藤　瑠那 (士衛塾総本部) 西川　創拳 (空身館)

26 中学１年男子 50kg以上 奥村　爽史 (吉村道場) 福井　啓太 (吉村道場) 西巻　来人 (士衛塾総本部) 伊藤　圭吾 (武生)

27 中学２･３年男子 55ｋｇ未満 足立　蓮 (士衛塾総本部) 早川　悠太 (吉村道場) 柳澤　優矢 (極真浜井福井) 板倉　向陽 (士衛塾総本部)

28 中学２･３年男子 55ｋｇ以上

29 高校男子 63ｋｇ未満 中出　蒼士郎 (澤崎道場) 嶋田　裕哉 (嶋田塾) 竹嶋　柊音 (吉塚道場)

30 高校男子 63ｋｇ以上 小林　斗樹於 (士衛塾総本部) 川口　理揮 (大東流空手道)

31 一般女子 無差別 新田　華子 (極真浜井羽場)

32 壮年男子 軽量級 新田　和敏 (極真浜井羽場) 甲斐　達也 (極真浜井福井)

33 壮年男子 重量級 松澤　宏和 (山口道場) 宮本　清孝 (福井)

34 一般男子初級 軽量級 津田　雄介 (山口道場) 山口　貴之 (嶋田塾) 谷川　健悟 (南越前) 長浦　聖 (吉村道場)

35 一般男子初級 重量級 瀧口　仁義 (南越前) 松木　淳 (山口道場)

36 一般男子無差別 桝田　諒介 (極真浜井桝田) 初一　貴臣 (南越前) 山口　翼 (山口道場)
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