第4回オープントーナメント世界総極真 近畿新人大会 試合結果
カテゴリー

小学4年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

優勝
準優勝
3位
4位
真嶋 瑛心(士悠會)
飯塚 春喜(宮本道場)
星住 碧心(宮本道場)
村上 立樹(士悠會) 山本 宗佑(総極真米山道場)
西村 健吾(誠撓會館) 増田 圭汰(聖空会館高砂道場) 志水 楓和(総極真米山道場) 前川 凜音(長谷場派前田道場)
藤原 一樹(飛拳塾)
真嶋 慧聖(士悠會)
桑山 僚也(誠撓會館) 室 波仁(総極真長谷川道場)
髙岡
力翔(晃哲會下川道場)
福永 逞斗(福山道場)
黒田 敬英(飛拳塾) 志水 遥斗(総極真米山道場)
松岡 知弘(晃哲會下川道場) 進藤 厳(総極真米山道場) 岡本 幸大(総極真西岡道場) ﾌｧﾝ ﾐﾝ ｸｱﾝ(宮本道場)

小学5年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

室 一波(総極真長谷川道場)

小学1年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

玉垣 陽(真拳塾)

幼年年中男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
幼年年長男女ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
小学1年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
小学2年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ
小学3年生男子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

小学3･4年女子ビギナーズ

竹中 梨緒友(宮本道場)
中塚 釉紀(総極真米山道場) 朝生 優愛(福山道場)
真嶋 心菜(士悠會)

幼年男女初級

髙尾 槙次朗(総極真米山道場) 松葉 海琉(誠拳塾姫路支部)

小学2年生女子ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ

小学1年生男子初級

櫻井 颯人(烈士塾)

宮内 亮汰郎(総極真米山道場) 田代 瑛翔(誠拳塾姫路支部) 松葉 稜空(誠拳塾姫路支部)

石川 和樹(勇輝会館) 安原 空奏(聖空会館姫路道場)
浜辺 明凛(翔風館)
河村 悠(無聖塾)
田中 駿介(烈士塾) 浜松 誠剛(総極真米山道場)
藤本 京也(福山道場) 濱田 悠吏(総極真米山道場) 松本 道信(勇眞會) 村田 智紀(勇誠會井上道場)
田中 蒼士(飛拳塾) 三宅 笑太(総極真米山道場)
三輪 瑠牙(誠拳塾姫路支部)
米田 未吟(烈士塾)
森本 雄飛(士悠會)
久長 敬尚(昇道館)
三宅 雅都(宮崎道場) 森山 陽翔(総極真米山道場)
菊澤 仁(烈士会館)
上川 悠真(宮本道場)
牧野 一貴(山田道場)
近藤 笑里(拳聖塾)
後藤 萌杏(福山道場) 猪口 彩華(聖空会館姫路道場)
三島 紅愛(翔風館)
三木 愛由奈(昇道館) 井ノ辺 紗衣(極 泉道場)
千松 希実(聖武千真會) 矢羽野 里音(福山道場)

小学2年生男子初級 小野 祥汰(勇誠会井上道場) 近藤 京介(晃哲會下川道場)
小学3年生男子初級
小4男(32㎏未満)初級
小4男(32㎏以上)初級
小5男(36㎏未満)初級
小5男(36㎏以上)初級
小6男(42㎏未満)初級
小6男(42㎏以上)初級

中学生男子初中級
小学1年生女子初級
小学2年生女子初級
小学3年生女子初級
小学4年生女子初級
小学5･6年生女子初級

中学生女子初中級 関川 雛乃(岡村道場総本部)

一般男子初級
幼年中級

岡田 健太郎(誠拳塾姫路支部)

水上 竜飛(無聖塾)

林 翔太(岡村道場総本部)

南 昇樹(一円会館)

竹本 遥貴(勇輝会館)
大橋 陽(翔風館)
竹本 結貴(勇輝会館)
小学3年生男子中級 奥野 洸瑠(顕正会館) 丸林 航大(総極真米山道場)
山内 暉斗(烈士塾) 山崎 理人(総極真米山道場)
小4男(32㎏未満)中級
井川 拓人(烈士塾)
安達 拓真(烈士塾)
小4男(32㎏以上)中級
瀬田 優心(真拳塾)
粟田 栄輝(飛拳塾)
小5男(36㎏未満)中級
大橋 天(翔風館)
中野 翔希(翔風館)
小5男(36㎏以上)中級 藤原 歩大(総極真米山道場) 山上 翔大(勇輝会館)
小6男(42㎏未満)中級
元田 零(真拳塾)
藤立 悠真(顕正会館)
山本 色隼(太真会館)
杉山 駿斗(宮崎道場)
岡田 邦我(誠拳塾姫路支部)

小学2年生男子中級

小6男(42㎏以上)中級 平塚 大晴(総極真米山道場) 深津 明志(聖空会館高砂)
小学1・2年生女子中上級

玉垣 麗(真拳塾)

髙西 琉花(長谷場派前田道場)

小学4･5年女子中上級 田中 李奈(長谷場派前田道場) 片平 夏蓮(長谷場派前田道場)

一般男子中級 片岡 凌(極せい會山東支部) 森田 陽介(大幸会空手)
北條 誠(拳遊館)
米村 政幸(誠拳塾姫路支部) 内山 昌幸(極 泉道場)
マスターズ
小学１年生男子上級
濵 煌我(顕正会館)
小学2・3年生男子上級 鶴亀 煌太(太真会館) 井上 龍磨(士道館横山道場) 井久保 伶音(聖武千真會)
小学4年生男子上級 新井 煌騎(誠空会大阪道場) 藤田 一颯(総極真米山道場)
小5男(36㎏未満)上級 志水 優之介(誠拳塾姫路支部)
小5男(36㎏以上)上級 横野 櫂(誠拳塾姫路支部) 米村 麗庵(誠拳塾姫路支部)
小6生男(42㎏未満)上級

坂本 拓海(白蓮石橋支部)

小6生男(42㎏以上)上級

米村 碧虎(誠拳塾姫路支部)

中学生男子上級

日髙 司(伸武館)
石川 夏漣(武双)
元田 怜(真拳塾)

小学3年生女子上級

特別敢闘賞

寺﨑 凜(真拳塾)
中野 星耶(極せい會)
小林 海愛(宮崎道場)
髙岡 力翔(晃哲會下川道場)

杉山 千聖(宮崎道場)

小笹 来希(フリー)

柳 壮琉(一円会館)

