
コート 階級 優勝 団体名 2位 団体名 3位 団体名 3位 団体名

Ａ ビギナー（男女混合）6-7歳 市場　壮 Mivlo 宮﨑　晴樹 リンクス 荒木　希葉 リンクス 松尾 心優 蹴真館 立花

Ａ ビギナー・マスター合同　男子　重量級 宮﨑　壮佑 リンクス 荒木　心優 リンクス 田島　明日香 リンクス

Ａ ビギナー（男女混合）10-11歳 清瀬　匠磨 兵庫県協会姫路支部 鈴木　藍翔 蹴真館 立花 山田 隼輔 G-arts 松尾 愛育 蹴真館 立花

Ａ パラ・ビギナー・マスター合同　男子　軽中量級 瀬戸上　明哲 ＭＴＣ 重水 浩次 クマモトテコンドー 入船　和貴 大阪大学 長野　彰将 リンクス

Ａ ビギナー・マスター合同　男子　重量級 新木本 恭平 融心館　閃舞館支部 藤田　将彰 リンクス 柴田　佳祐 DTS 森 直樹 楽蹴塾

Ａ カデット　男子　初級　-61kg級 松本　帝民 Mivlo 和田　賢汰 金岡高等学校

Ａ シニア　男子　初級　-80㎏級 寺崎　暖 明治大学 平尾　飛翔 リンクス

Ａ ビギナー・マスター女子　軽量級 中山　絵美 ＤＴＳ 安松　日菜 大阪大学

Ａ マスター女子　重量級 梅川　あゆみ チームイスカンダル 永岡　千紘 リンクス 杉本　江美 リンクス

Ａ カデット　男子　初級　-37kg級 花井　章太郎 T.K.D 佐藤 蒼羽 融心館　閃舞館支部 山本　啓介 T.K.D 新田　琥二郎 リンクス

Ａ カデット　男子　初級　-45kg級 峯山　佳大 リンクス 寺田　新太郎 誠修館 佐々木　煌太 佐々木　煌太 リンクス

Ａ カデット　女子　初級　合同級 田中　彩葵 リンクス 加藤　由唯 T.K.D 中村 美加 融心館　閃舞館支部 荒木　葵 リンクス

Ａ ジュニア　男子　初級　-55㎏級 深迫　龍晟 清風南海 山本　悠晴 金岡高等学校 西林　皓成 漢塾

Ａ ジュニア　男子　初級　-63㎏級 田中 陸翔 堺工科高等学校 島田　拓明 清風南海 橋本　悠 清風南海 ボニアンガ　オリゾン 融心館　閃舞館支部

Ａ ジュニア　女子　初級　合同級 大西　紗瑛 金岡高等学校 松浦　帆波 神戸道場 髭野　友香 清風南海 大谷　有 清風南海

B インファント（男女混合）5歳以下 澤井　信右衛門鷲凱 日本橋道場 尾関 李舞 G-arts 桜岡　絆菜 T.T.S.C. 渡部　咲陽 リンクス

B チルドレン　男子　初級　6-7歳　-23kg 福井　颯士 Mivlo 松田　健暉 DTS 中川　聖司 T.K.D

B チルドレン　女子　初級　6-7歳　合同級 酒見　凛 リンクス 吉田　悠乃 リンクス 狭川　純 リンクス 澤井　トキ 日本橋道場

B チルドレン　男子　上級　8-9歳　合同級 宮本　哲也 漢塾 尾関 陸王 G-arts 澤井　敢兵衛若獅子之丞 日本橋道場 中野　裕陽 チームイスカンダル

B チルドレン　女子　上級　10-11歳　-30kg 澤田 こと子 G-arts 松尾　瑠海 DTS

B カデット　男子　上級　-45kg級 戸村　太一 融心館 野田 雄生 古賀道場 水谷　啓人 チームイスカンダル 村田有音アルディアン チームイスカンダル

B カデット　女子　上級　-47kg級 森本　紗矢 輝蹴会 澤井　鳩 日本橋道場 石田　音杏 リンクス 重松　南 T.K.D

B ジュニア　男子　上級　-63㎏級 細野　航己 Mivlo 杉山　元太 漢塾 立松　和真 神威道場

B シニア　男子　上級　-58㎏級 鈴木　颯 明成高等学校 戸村　仁 仙台大学 吉澤　航平 明治大学 澤井　彪吉丸颯豪 日本橋道場

C チルドレン　男子　初級　8-9歳　-21/-25kg合同級 吉川 周作 蹴道館 森 一慶 ライツテコンドークラブ 原 俊碧 長野県 松本道場 宮本　悠吾 リンクス

C チルドレン　男子　初級　8-9歳　-30kg 伊藤　峻成 TAESUNGテコンドー 加藤　崇真 神戸道場 岡本　龍真 リンクス 渡辺　煌牙 T.K.D

C チルドレン　男子　初級　8-9歳　+30kg 田中　瑶大 神戸道場 小作 博翔 融心館　閃舞館支部 大矢　悠翔 神威道場 土屋　初稀 リンクス

C チルドレン　女子　初級　8-9歳　合同級 立松　杏那 神威道場 梅川　凛花 チームイスカンダル 瀧 明歌 ライツテコンドークラブ 瀬戸丸　遥 烈蹴会

C チルドレン　男子　初級　10-11歳　+40kg 井上　虎珀 南福岡 坂林　佑悟 T.K.D 雄島 龍輝 T.K.D 哉原　亮太 楽蹴塾

C チルドレン　男子　上級　10-11歳　-40kg 橋本　崇太郎 漢塾 澤井　猛陽麟太朗 日本橋道場

C チルドレン　女子　上級　10-11歳　+40kg 喜田 彩音 融心館　閃舞館支部 村田りらアルディアン チームイスカンダル

C チルドレン　男子　上級　10-11歳　+40kg 吉川 健蔵 蹴道館 岩川　叶人 リンクス

C チルドレン　男子　上級　10-11歳　-30kg 野田 瑛太 古賀道場 髙見　琉伊 T.T.S.C. 中川 智晶 筑紫野道場 織田　理央 T.K.D

C チルドレン　男子　上級　10-11歳　-35kg 石川 愛基 大上會 野口　想大 南福岡 浜川　昂大 漢塾 岡　玖憲 烈蹴会
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C チルドレン　女子　上級　10-11歳　-35kg 藤本 美里 蹴道館 藤本 千里 蹴道館 香山　恭子 チームイスカンダル 櫻井 真翔 大上會

C カデット　男子　上級　-37kg級 大原　隆世 STAYCOOL 林　楓音 漢塾 野田 健瑠 古賀道場 浅田　一騎 日本橋道場

C カデット　女子　上級　-55kg級 濵口 琴羽 大上會 新川 愛美 T.K.D

C カデット　男子　上級　-65/+65kg合同級 松浦　一誠 チームイスカンダル 山崎 翔大 長野県 松本道場

C ジュニア　女子　上級　-55/-63㎏合同級 森本　理子 輝蹴会 土井　美咲 金剛学園 林　翔愛 漢塾 立松　由衣 神威道場

C シニア　女子　上級　-49㎏級 西田　茉央 兵庫県協会姫路支部 伊藤 司 新見きょるぎCLUB 澤井　涼 日本橋道場 和久　結花 金剛学園

C シニア　女子　上級　-57㎏級 石見　舞雪 大阪産業大学 吉永 和容 蹴真館

D チルドレン　男子　初級　10-11歳　-30kg ワアイ アイサヤ 　クラレンス 漢塾 太田 優 融心館　閃舞館支部 田中　稜人 リンクス 西口　礼 誠修館

D チルドレン　男子　初級　10-11歳　-35kg 関戸　仁一郎 T.K.D 細田　顕誠 Mivlo 井上　恵人 リンクス 林　大貴 神戸道場

D チルドレン　女子　初級　10-11歳　合同級 コレア プリンセスライザ 漢塾 哉原　亜未 楽蹴塾

D チルドレン　男子　初級　10-11歳　-40kg 宮垣　大和 T.K.D 齋藤　正夫 リンクス 岡田　武丸 兵庫県協会姫路支部

D シニア　男子　初級　-58級 伊藤　颯真 金岡高等学校 川阪　優太 金岡高等学校 佐藤　航介 金岡高等学校 本屋敷 竜也 融心館　閃舞館支部

D シニア　男子　初級　-68級 アハマド　アルリヤミ 東海大学 坂口 勝斗 融心館　閃舞館支部

D カデット　男子　上級　-53/-61kg合同級 鶴岡　里 神戸道場 山口　凛太郎 T.K.D 永田　晄基 SEVEN　SPICE 大矢　翔愛 神威道場

D カデット　女子　上級　-33/-41kg合同級 青木 仁美 蹴道館 嶋田　唯花 T.K.D 澤井　鶴 日本橋道場 城之下　真衣 リンクス

D ジュニア　男子　上級　-48/55㎏合同級 野田 聖人 古賀道場 藤田　大夢 兵庫県協会姫路支部 榮田　智也 神戸道場 澤井　牛太郎鴻義 日本橋道場

D ジュニア　女子　上級　-44/-49㎏合同級 加藤　柚帆 神戸道場 田中 佑奈 内村道場 福富 優希 G-arts 大島　かれん 大上會

D シニア　男子　上級　-68㎏級 小山内 海斗 大阪経済法科大学 栗山 廣大 融心館　閃舞館支部 森田　柊 大阪産業大学 澤井　虎ノ亮景慶 日本橋道場

Ａ プムセ個人　パラ　カデット 新田　理一郎 リンクス

Ａ プムセ個人　パラ　シニア1 柴田　佳祐　　 DTS 窪田　英司 輝蹴会

Ａ プムセ個人　初級　チルドレン　（太極3・4章） 田島　明日香 リンクス

Ａ プムセ個人　初級　カデット　（太極3・4章） 城之下　真衣　 リンクス 末松 大 グリードテコンドークラブ

Ａ プムセ　個人　初級　ジュニア/シニア1　合同 青田　倖弥 明治大学 小林　雅咲 金岡高等学校 上谷　佑太 金岡高等学校

上田 伊織 融心館 信濃　明梨 リンクス 西浦　伶 岩間　璃音

日和　舞桜 輝蹴会 鈴木　飛安 金剛学園 城之下　真衣 立松　由衣

太田　博子 輝蹴会 田島　宏美 リンクス 中山　絵美 DTS 岡本　浩

水谷 小百合 チームイスカンダル 野々村　竹弘 兵庫県協会姫路支部 青木 邦子 龍武館 柴田　佳祐

Ａ プムセ　個人　チルドレン　上級　（男女混合） 西浦　伶 リンクス 土出 希綾来 輝蹴会

Ａ プムセ　個人　カデット　上級　（男女混合） 信濃　明梨 リンクス 鈴木　飛安 金剛学園 伊藤　乃亜 輝蹴会

Ａ プムセ　個人　ジュニア　上級　（男女混合） 富髙　友都郎 大上會 和久　結花 金剛学園

Ａ プムセ　個人　シニア1　上級　（男女混合） 日和　舞桜 輝蹴会 上田 伊織 融心館 名本　尚矢 大阪産業大学

Ａ プムセ　個人　シニア2　上級　（男女混合） 太田　博子 輝蹴会 田島　宏美 リンクス 森本　純矢 石原道場

【プムセ】

ペアプムセ　U30Ａ 神威道場リンクス

ペアプムセ　O30Ａ DTS


