
型・幼年男女
1. 関　真帆

せき　まほ　
(新極真高知 )　2. 山口琉斗

やまぐち　りゅうと
　　(新極真高知 ) 　3. 溝口隼大

みぞぐち　はやた　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 金村瀧生

かねむら　そうせい
　　(新極真高知 )

型・小 1-2 男子初級
1. 神先渉羽

かみさき　しょう　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 小島寅太郎

おじま　こたろう　　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 兼頭凛斗

かねとう　りんと
　(新極真愛媛 ) 　3. 川又颯介

かわまた　そうすけ
　　(新極真愛媛 )

型・小 1-2 女子初級
1. 冨田楓逢

とみた　ふうあ
(新極真愛媛 ) 　2. 谷口　蘭

たにぐち　らん
(新極真高知 )

型・小 1-2 男女上級
1. 関　陽海

せき　はるみ　
(新極真高知 )

型・小 3-4 男女初級
1. 大森海琉

おおもり　かいり
　(新極真愛媛 ) 　2. 角野美月

すみの　みつき
(新極真徳島西南 )　3. 東　礼大

ひがし　あやた
(新極真愛媛 ) 　3. 谷口　凛

たにぐち　りん
　(新極真高知 )

型・小 3-4 男子上級
1. 池田悠真

いけだ　ゆうま
(新極真愛媛 ) 　2. 溝口颯真

みぞぐち　そうま　　　　
( 新極真徳島北東あわじ )

型・小 3-4 女子上級
1. 山本愛理沙

やまもと　ありさ
　(新極真愛媛 )

型・小 5-6 男子初級
1. 今井永真

いまい　はるま
(新極真愛媛 ) 　2. 中川瑛蒔

なかがわ　えいじ　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 川波颯介

かわなみ　そうすけ
　　(新極真高知 ) 　3. 池田颯太

いけだ　そうた
(新極真愛媛 )

型・小 5以上女子初級
1. 横原陽音

よこはら　はるね
　(新極真高知 )

型・小 5-6 男女上級
1. 七條雄太

しちじょう　ゆうた
(新極真徳島西南 ) 　2. 小川莉愛

おがわ　りあ　
(新極真高知 ) 　3. 花岡誉來

はなおか　たから　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 城間晴稀

しろま　はるき
(新極真徳島西南 )

型・中学以上男子初級
1. 長野碧人

ながの　あおと
(新極真高知 )

型・中学男子上級
1. 楠目桃大

くすめ　ももた
(新極真高知 ) 　2. 山本　陸

やまもと　りく
(新極真高知 )

型・中学女子上級
1. 森　涼葉

もり　すずは　
(新極真高知 ) 　2. 桒島百都

くわじま　おと　
(新極真徳島西南 )
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組手・幼年男女 ( 年少 - 年中 )
1. 溝口隼大

みぞぐち　はやた　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 関　真帆

せき　まほ　
(新極真高知 )

組手・幼年男女 ( 年長 )
1. 横山結子

よこやま　ゆいこ　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 小島らん

おじま　らん　　　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 大塚萌愛

おおつか　もえ　　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 小島りん

おじま　りん　　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 1男子
1. 関　陽海

せき　はるみ　
(新極真高知 ) 　2. 西田悠之介

にしだ　ゆうのすけ　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 山口拓真

やまぐち　たくま　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 神先渉羽

かみさき　しょう　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 1女子
1. 藤田　結

ふじた　ゆい　
(極真道拳王会 )　2. 山本咲歩

やまもと　さほ　
(新極真香川中央 )

組手・小 2男子初級
1. 大杉瑛人

おおすぎ　えいと
　(新極真高知 ) 　2. 小川永翔

おがわ　はると　　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 一宮健心

いちみや　けんしん
　　　　( 神武會舘 )　3. 猪山徠煌

いやま　らいき　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 2男子上級
1. 金澤悠空

かなざわ　ゆうあ　　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 小島寅太郎

おじま　こたろう　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 2女子初級
1. 桒田彩葉

くわた　いろは
(新極真徳島西南 )　2. 井上ゆあ

いのうえ　ゆあ
(新極真徳島西南 )

組手・小 3男子初級
1. 北浦祐聖

きたうら　ゆうま　　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 武林航汰

たけばやし　こうた　　　
( 新極真徳島北東あわじ ) 　3. 兼頭煌斗

かねとう　きらと
　(新極真愛媛 ) 　3. 一丸将輝

いちまる　まさき　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 3男子中 - 上級
1. 魚井瀬凪

うおい　せな　　　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 池田悠真

いけだ　ゆうま
(新極真愛媛 ) 　3. 大森海琉

おおもり　かいり
　(新極真愛媛 ) 　3. 松澤春憧

まつざわ　はると
　(新極真高知 )

組手・小 3女子
1. 山本美凰

やまもと　みお　　　　　
( 新極真徳島北東あわじ ) 　2. 曽我部結菜

そがべ　ゆいな　　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 4男子初級
1. 藤原亘祐

ふじわら　こうすけ
　(極真道拳王会 ) 　2. 藤原圭祐

ふじわら　けいすけ
　(極真道拳王会 )

組手・小 4男子中 - 上級
1. 佐藤謙真

さとう　けんしん
　　(神武會舘 ) 　2. 溝口颯真

みぞぐち　そうま　　　　
( 新極真徳島北東あわじ ) 　3. 岡山雄飛

おかやま　ゆうひ
　(新極真高知 ) 　3. 谷口　凛

たにぐち　りん
　(新極真高知 )

組手・小 5男子初 - 中級
1. 川波颯介

かわなみ　そうすけ
　　(新極真高知 ) 　2. 山本琥太郎

やまもと　こたろう
　　(新極真愛媛 ) 　3. 西丸隆太

にしまる　りゅうた
　(新極真香川中央 )　3. 松澤蒼真

まつざわ　そうま
　(新極真高知 )

組手・小 5男子上級
1. 米澤汰真

よねざわ　たいしん
(新極真徳島西南 ) 　2. 花岡誉來

はなおか　たから　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 城間晴稀

しろま　はるき
(新極真徳島西南 )　3. 山本鳳翔

やまもと　おおが　　
(新極真徳島北東あわじ )　

組手・小 5-6 女子初級
1. 棚橋優結

たなはし　ゆゆ
　(神武會舘 ) 　2. 横山小梅

よこやま　こうめ　　　　
( 新極真徳島北東あわじ )

組手・小 5-6 女子上級
1. 大塚真生

おおつか　まお　　　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 遠藤愛奈

えんどう　あいな　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・小 6男子初 - 中級
1. 大牛琉空夢

おおぎゅう　るくむ　　
(新極真徳島北東あわじ )　2. 宮内愛叶

みやうち　まなと　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 近藤隼斗

こんどう　はやと　　
(新極真徳島北東あわじ )　3. 武市天太

たけち　てんた
(新極真高知 )

組手・小 6男子上級
1. 冨田空琉

とみた　くりゅう
　(新極真愛媛 ) 　2. 楠目爽介

くすめ　そうすけ
　(新極真高知 )
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組手・中 1-2 男子初級
1. 川村尚玄

かわむら　しょうげん
　　　( 新極真高知 ) 　2. 長野碧人

ながの　あおと
(新極真高知 )

組手・中 1男子上級
1. 西丸太一

にしまる　たいち　
(新極真香川中央 ) 　2. 梅本泰成

うめもと　たいせい
(新極真徳島西南 )

組手・中 1女子上級
1. 桒島百都

くわじま　おと　
(新極真徳島西南 )　2. 立花妃乃

たちばな　ひの　　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・中 2男子上級
1. 楠目桃大

くすめ　ももた
(新極真高知 ) 　2. 森　翔哉

もり　しょうや
(新極真高知 )

組手・中 2女子上級
1. 川村　環

かわむら　たまき
　(新極真高知 )

組手・中 3男子上級
1. 久米怜太

くめ　りょうた
(新極真徳島西南 )

組手・中 3女子上級
1. 森　涼葉

もり　すずは　
(新極真高知 )

組手・一般女子上級
1. 岡山愛佳

おかやま　あいか
　(新極真高知 ) 　2. 山中咲和

やまなか　さわ
(新極真高知 )

組手・シニア男子 (36-45) 初級
1. 大西五朗

おおにし　ごろう　
(聖空会山本道場 ) 　2. 藤野広志

ふじの　ひろし　　　
(新極真徳島北東あわじ )

組手・シニア男子上級
1. 尾﨑慎一

おさき　しんいち
　(新極真高知 ) 　2. 板東文章

ばんどう　ふみあき　　　
( 新極真徳島北東あわじ )

組手・シニア女子上級
1. 八束麻里

やつか　まり　
(新極真徳島西南 )

組手・一般男子初級
1. 長元陽太

ながもと　ようた
　　　(善成館 ) 　2. バトラー エメット

バトラー　エメット
　　(新極真高知 )
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