
【スピリットカラテＡクラス】 

一般男子 重量級 優勝 島田 毅（正道本多道場） 

一般男子 中量級 優勝 藤田 祐大（正道総本部） 

一般男子 軽量級 優勝 中山 銀士（正道善正和會） 

一般女子  軽量級 優勝 得田 詩織（正道総本部） 

ミドルマスターズ 重量級 優勝 小椋 裕二（正道兵庫県本部） 

ミドルマスターズ 中量級 優勝 八代 誠（正道真正館） 

シニアマスターズ 軽中量級 優勝 山口 賀雄（正道靭優会） 

レディース 優勝 栗田 陽子（正道横浜本牧） 

【スピリットカラテＢクラス】 

一般男子 重量級 優勝 瀧川 瑛樹（正道善正和會） 

一般男子 軽中量級 優勝 八代 治樹（正道真正館） 

一般女子 中量級 優勝 佐藤 琉夏（格技会） 

高校生 男子 中量級 優勝 荒川 聖凪（正道善正和會） 

高校生 男子 軽量級 優勝 宇土 裕司（正道善正和會） 

ヤングマスターズ 重量級 優勝 金子 豊（正道兵庫県本部） 

ミドルマスターズ 重量級 優勝 佐々木 敏夫（正道真正館） 

ミドルマスターズ 軽中量級 優勝 長尾 進（誠優会） 準優勝 青木 明仁（正道志友塾） 

【エキスパートクラス】 

一般男子 重量級 優勝 青谷 秋未（正道健明館） 

一般男子 中量級 優勝 提髪 和希（正道健明館） 

一般男子 軽量級 優勝 羽佐田 銀次（正道健明館） 

マスターズ 優勝 中根 智哉（正道健明館） 

【チャンピオンクラス】 

幼年年長 男女混合 優勝 原田 心愛（正道健明館） 

小学１年生 男子 優勝 金 樹利（正道新心館） 

小学２年生 男子 優勝 吹上 優天（光山会） 準優勝 武石 勇気（正道総本部） 

小学３年生 男子 優勝 亀山 太司（ノーティーカラテアカデミー） 準優勝 門平 大和（正道新心館） 

小学４年生 男子 優勝 米田 崚人（正道ＧＳＪ） 準優勝 西山 隼斗（正道ＧＳＪ） 

小学５年生 男子 軽中量級 優勝 多和 龍人（正道健明館） 

小学５年生 男子 重量級 優勝 西川 剛生（正道善正和會） 

小学６年生 男子 軽中量級 優勝 石澤 空武（光山会） 準優勝 吉田 航大（正道真正館） 

小学６年生 男子 重量級 優勝 西屋 太雅（正道新心館） 準優勝 飯尾 梨頭夢（光山会） 

中学１年生 男子 優勝 山﨑 三四郎（正道靭優会） 

中学２年生 男子 優勝 月東 佳生（正道新心館） 

中学３年生 男子 優勝 白井 豪一（正道健明館） 

小学２年生 女子 優勝 岩田 煌華（正道健明館） 

小学３・４年生 女子 優勝 伊達 真凜（正道菱川道場） 準優勝 板津 杏奈（ノーティーカラテアカデミー） 

小学５年生 女子 優勝 原田 碧（正道健明館） 準優勝 志賀 未来（正道健明館） 

中学生 女子 優勝 大橋 美咲（正道真正館） 

【ルーキークラス】 

幼年 男子 優勝 木下 蓮都（正道健明館） 



小学１年生 男子 優勝 西屋 涼雅（正道新心館） 

小学２年生 男子 優勝 伊達 真吾（正道菱川道場） 

小学３年生 男子 優勝 伊藤 陸祈（正道真正館） 準優勝 宮地 倖生（正道靭優会）  

３位 柴田 憲明（正道清智會） 須藤 蓮（正道新心館） 

小学４年生 男子 優勝 泉 光駕（大上會） 準優勝 山崎 由虎（正道新心館） 

小学５年生 男子 軽中量級 優勝 藤田 琉希（正道真正館） 準優勝 岩田 煌魁（正道健明館） 

小学５年生 男子 重量級 優勝 江﨑 亮賀（正道真正館） 準優勝 今田 琉仁（正道健明館）  

３位 黒川 海聖（正道善正和會） 木下 椋太（正道靭優会） 

小学６年生 男子 軽中量級 優勝 丹羽 佑槙（正道真正館） 

小学６年生 男子 重量級 優勝 後藤 羅人（正道真正館） 準優勝 青木 琥汰郎（正道志友塾） 

中学１年生 男子 軽中量級 優勝 岩佐 永翔（正道志成道場） 

中学１年生 男子 重量級 優勝 小濱 隼士（正道靭優会） 準優勝 戸崎 雄心（正道真正館） 

中学２年生 男子 優勝 水谷 理人（正道善正和會） 

小学１年生 女子 優勝 伊藤 羽奏（正道清智會） 

小学２年生 女子 優勝 日高 由菜（正道健明館） 

小学４・５年生 女子 優勝 堀川 伽恋（正道清智會） 

小学６年・中学 1年 女子 優勝 後藤 彩夏（正道清智會） 

中学２年生 女子 優勝 福滿 楓季（正道新心館） 準優勝 奥田 咲穂（正道清智會） 

【チャレンジクラス】 

幼年年長 男子 優勝 佐々木 景勝（正道健明館） 

小学１年生 男子 優勝 庄野 由希也（正道靭優会） 準優勝 肥田野 存人（正道新心館） 

小学２年生 男子 優勝 武田 宙大（正道真正館） 準優勝 坂本 一真（正道新心館） 

小学３年生 男子 優勝 梅山 雅矢（正道真正館） 準優勝 岩瀬 雷元（命武會）  

３位 熊澤 颯翔（正道真正館） 小野江 修也（正道真正館） 

小学４年生 男子 優勝 前本 善（命武會） 準優勝 山中 柊二（命武會） 

小学５・６年生 男子 優勝 クエト アキラ（無心空手） 準優勝 鈴木 英慈（無心空手） 

小学２・３年生 女子 優勝 木下 智紗子（正道靭優会） 

小学４年生 女子 優勝 若松 にな（正道善正和會） 

小学６年生 女子 優勝 白谷 真美香（正道健明館） 

 

【個人賞】 

最優秀選手賞 

スピリット A クラス 一般男子 重量級 島田毅（正道本多道場） 

チャンピオンクラス 小学 5年生男子 重量級 西川剛生（正道善正和會） 

ベストテクニック賞 

スピリット A クラス 一般男子 軽量級 中山銀士（善正和會） 

チャンピオンクラス 小学 5年生男子 軽中量級 多和龍人（正道健明館） 

 

ベストファイト賞 

チャンピオンクラス 中学 3年生男子 白井豪一（正道健明館）ｖｓ矢田晟也（正道善正和會） 

スピリット A クラス ミドルマスターズ 中量級 八代誠（正道真正館）ｖｓ中根智哉（正道健明館） 

 



よろしくお願いします。 


