
形 幼児男子 組手 幼児男子
優勝 片岡　翔太朗 日新館仏生山 優勝 片岡　翔太朗 日新館仏生山
２位 原尾　泰征 日新館綾川 ２位 高橋　大地 大野原空手道クラブ

３位 甲斐　大樹 日新館仏生山 ３位 甲斐　大樹 日新館仏生山
３位 多田　航介 修交会丸亀 ３位 香川　朗舞 糸東会修験館多聞塾

形 幼児女子 組手 幼児女子
優勝 湯淺　葵乃 修交会牟礼 優勝 高橋　雫 修交会牟礼
２位 高橋　雫 修交会牟礼 ２位 津島　莉歩 大野原空手道クラブ

３位 ３位

形 小学1年男子 組手 小学1年男子
優勝 大森　龍河 和道会香川 優勝 甲斐　日向 日新館仏生山
２位 安藤　朱里 和道会西讃 ２位 三木　誠央 日新館仏生山
３位 佐藤　匠 修交会丸亀 ３位 香川　連音 糸東会修験館多聞塾

３位 佐々木　穣 日新館綾川 ３位 近藤　玲也 大野原空手道クラブ

形 小学1年女子 組手 小学1年女子
優勝 崎山　紬 日新館本部 優勝 河端　優衣 修交会丸亀
２位 河端　優衣 修交会丸亀 ２位 藤澤　大空 日新館仏生山
３位 ３位

形 小学2年男子 組手 小学2年男子
優勝 橋本　拓実 日本空手協会白鳥 優勝 浅野　琉盛 修交会丸亀
２位 松本　優志 錬成館 ２位 岩部　大真 和道会香川
３位 山下　海斗 健友館 ３位 上井　卓巳 日新館仏生山
３位 武内　亮介 健友館 ３位 小野　暖斗 空手協会三豊

形 小学2年女子 組手 小学2年女子
優勝 牟禮　未乃来 修交会牟礼 優勝 牟禮　未乃来 修交会牟礼
２位 十河　楓 日新館本部 ２位 森　司紗 修交会三豊
３位 安藤　桃子 空手協会高松 ３位 真鍋　ほのか 修交会丸亀
３位 村上　幸音 日本空手協会白鳥 ３位 松原　黎 修交会丸亀

形 小学3年男子 組手 小学3年男子
優勝 山口　愛斗 日新館本部 優勝 山口　愛斗 日新館本部
２位 今井　晴 修交会三豊 ２位 今井　晴 修交会三豊
３位 上村　明武 和道会香川 ３位 三島　塁 健友館
３位 木下　立 健友館 ３位 岡田　礼人 修交会丸亀

形 小学3年女子 組手 小学3年女子
優勝 崎山　凜 日新館本部 優勝 崎山　凜 日新館本部
２位 田中　ひびき 修交会三豊 ２位 田中　ひびき 修交会三豊
３位 木村　心 修交会牟礼 ３位 浦上　遥日 誠龍館
３位 佐藤　周 修交会牟礼 ３位 岡田　二千翔 大野原空手道クラブ
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形 小学4年男子 組手 小学4年男子
優勝 松下　嘉仁 日新館本部 優勝 藤田　輝彦 日新館本部
２位 松原　碧斗 日新館本部 ２位 浅野　兵悟 修交会丸亀
３位 安藤　舜祐 空手協会高松 ３位 鶴田　一魁 日新館仏生山
３位 大西　愁人 日新館綾川 ３位 橋本　虎次郎 日新館仏生山

形 小学4年女子 組手 小学4年女子
優勝 吉野　妃花 錬成館 優勝 山田　晏由美 日新館本部
２位 多田　愛理 錬成館 ２位 日下　留維 日新館本部
３位 山田　晏由美 日新館本部 ３位 多田　愛理 錬成館
３位 進藤　真弥 錬成館 ３位 竹田　彩乃 日新館仏生山

形 小学5年男子 組手 小学5年男子
優勝 三井　唱生 修交会三豊 優勝 金地　恭汰 和道会香川
２位 川西　健太 修交会丸亀 ２位 三井　唱生 修交会三豊
３位 川田　俊汰 日本空手協会白鳥 ３位 岡田　成翔 大野原空手道クラブ

３位 杉浦　友哉 修交会牟礼 ３位 久保　幹太 大野原空手道クラブ

形 小学5年女子 組手 小学5年女子
優勝 藤原　杏有海 修交会丸亀 優勝 安藤　舞香 和道会西讃
２位 牟禮　亜央依 修交会牟礼 ２位 藤原　杏有海 修交会丸亀
３位 井手　美幸 錬成館 ３位 河端　玲弥 修交会丸亀
３位 河端　玲弥 修交会丸亀 ３位 進藤　沙弥 錬成館

形 小学6年男子 組手 小学6年男子
優勝 伊達　文哉 糸東会修験館多聞塾 優勝 崎山　慶成 日新館本部
２位 山下　夏輝 空手協会三豊 ２位 伊達　文哉 糸東会修験館多聞塾

３位 山田　一八 和道会香川 ３位 今井　雄紀 大野原空手道クラブ

３位 崎山　慶成 日新館本部 ３位 山下　夏輝 空手協会三豊

形 小学6年女子 組手 小学6年女子
優勝 藤澤　美空 日新館仏生山 優勝 藤澤　美空 日新館仏生山
２位 上枝　葉月 日本空手協会白鳥 ２位 松下　真子 日新館本部
３位 荒川　愛羅 日本空手協会白鳥 ３位 十河　真愛 日新館本部
３位 石川　千晴 修交会三豊 ３位 石川　千晴 修交会三豊

形 団体戦　男子 組手 団体戦　男子
優勝 空手協会三豊 優勝 和道会香川
２位 日新館本部 ２位 空手協会三豊
３位 和道会香川 ３位 大野原空手道Ａ
３位 日新館綾川 ３位 日新館本部

形 団体戦　女子 組手 団体戦　女子
優勝 日新館本部 優勝 日新館本部
２位 錬成館 ２位 日新館仏生山
３位 空手協会白鳥 ３位 修交会香川

３位  空手協会三豊


