
初心 幼年 年長男子 津田 夢心（聖心會） 笠岡 大雅（誠拳塾姫路） 若野 桔平（破道会館） 井口 來夢（悠心会館）

初心 小学１年生 男子 齊藤 健人（誠流塾） 香西 結月（蒼心会） 山本 創士（拳聖塾） 長瀧谷 頼珂（破道会館）

初心 小学２年生 男子 上野 翔希（破道会館） 宮崎 誉（白蓮会館羽曳野） 中西 碧人（破道会館） 那須 浬（破道会館）

初心 小学３年生 男子 草川 拓（恒心会館） 新居 奏人（極真会館関西総本部） 都藤 大獅（岡村道場姫路）

第２回 Grow spirits karate tournament　入賞者 （令和５年２月５日開催）

クラス 優勝 準優勝 三位 三位
初心 幼年 年少年中 間邪 叶多（閃捷塾） 徳山 虎司（成心會） 河合 真成（破道会館） 大橋 市（聖心會）

松本 知樹（誠流塾）

初心 小学４年生 男子 前川 海皇（桜塾） 大野 快晟（破道会館） 岸本 航（極真会館PROFI) 高橋 然士（極真会館PROFI)

初心 小学５年生 男子 諸岡 亜門（桜塾） 山下 航聖（恒心会館） 南浦 琉希亜（成心會） 石橋 啓伍（水勢会）

初心 小学６年生 男子 岩田 真清（奈良磐余会館） 三宅 勇馬（恒心会館）

初心 小学６年生 女子 辻本 菜月（岡村道場姫路）

初心 小学１年生 女子 岸本 千春（極真会館PROFI)

初心 小学２年生 女子 寺川 結月（極真会館勇姿舎山本道場） 勝山 愛梨（聖心會）

初心 小学３年生 女子 橋本 華蓮（岡村道場姫路） 斉藤 翼（蒼心会）

初心 小学５年生 女子 高原 朱里（心道會）

初中級 小学１年生 男子 岡田 歩輝（聖心會） 森本 陽真（空研塾西田道場） 宮川 一（大和会館玉城道場） 道越 冬馬（大和会館玉城道場）

初心 小学４年生 女子 新谷 妃亜莉（成心會） 中嶋 花音（成心會）

初中級 小学３年生 男子 浅野 颯太（白蓮会館羽曳野） 井澤 隼（大谷道場） 井澤 勇将（晃哲會下川道場） 徐 梓航（極真会館柳生道場）

初中級 小学２年生 男子 柳野 潤也（誠流塾） 福田 宝（勇誠会井上道場） 川村 春瑠（至道会館） 今北 大和（白蓮会館東大阪南）

初中級 小学４年生 男子 金谷 凌空（空身館） 佐々木 琉雅（聖武会館） 西岡 竜聖（空研塾西田道場） 黒﨑 斗真（白蓮会館堺）

初中級 小学５年生 男子 柳野 良介（誠流塾） 甲斐 優雅（極真会館PROFI) 中峯 壮悟（空研塾西田道場） 森 翔瑛（拳聖塾）

初中級 小学６年生 男子 武田 礼輔（白蓮会館奈良学園前） 福徳 健（岡村道場姫路）

初中級 中学生 男子 菅原 成快（心照館） 永岡 亮斗（晃哲會下川道場）

初中級 小学５年生 女子 山下 夏音（大谷道場）

初中級 小学２年生 女子 津田 梨夢（聖心會） 大前 姫々愛（真正会大前道場）

初中級 小学３．４年生 女子 田中 伶和（岡村道場姫路） 森本 心絆（空研塾西田道場）

初中級 小学６年生 女子 小澤 怜奈（飛心会）

上級 幼年男子 井関 輝汰（神技館滋賀） 酒木 空助（誠拳塾姫路） 柳野 実琉（誠流塾）

上級 小学1年生男子 石原 月輝斗（極真会館PROFI) 白石 悠真（正道会館青雲会） 前田 湊空（慧昇會）

上級 小学２年生男子 小寺 貫太（光道會舘塔本道場） 松野 蓮（蒼心会） 来島 意貫（慧昇會） 安藤 颯良（正道会館新心館）

上級 小学３年生男子２７Kｇ未満 西藤 澪（白蓮会館東大阪南） 玉置 奏成（成心會） 末浪 哲平（MAC 学園前） 山本 玲斗（烈士塾）

上級 小学３年生男子２７Kｇ以上 田頭 魁斗（白蓮会館羽曳野） 米良 波琉樹（蒼心会） 小縣 大駕（一円会館） 山口 湊斗（正道会館新心館）

上級 小学４年生男子３０Kｇ未満 安藤 暖琉（正道会館新心館） 大成 琉牙（武煌会館） 新澤 颯介（慧昇會） 赤松 広唯（極真会館中村道場泉州北）

上級 小学４年生男子３０Kｇ以上 高際 莉一（金剛カラテ川地道場橋本） 梅本 琉輝（大谷道場） 中久保 陽仁（極真会館関西総本部） 北口 暖大（正道会館大河道場）

上級 小学５年生男子３５Kｇ未満 大前 來虎（真正会大前道場） 山内 一志（正道会館大河道場） 安本 咲人（至道会館） 遠藤 竜道（極真空手中崎道場）

上級 小学５年生男子３５Kｇ以上 岡村 銀士（七州会） 池田 一晴（真盟会館和泉） 松本 純毅（極真会館PROFI) 益野 康平（新極真会大阪北）

上級 小学６年生男子４０Kｇ未満 山本 瑛斗（輪道会） 鴫野 丈（誠流塾） 高畑 佑丞（尚道館） 近藤 京介（晃哲會下川道場）

上級 小学６年生男子４０Kｇ以上 石谷 涼晟（烈士塾） 末浪 壱新（MAC 学園前） 福貴田 泰生（神州會） 南橋 大翔（真正会大前道場）

上級 中学１年生男子４５Kｇ未満 福田 龍成（金森道場） 赤松 功都（極真会館中村道場泉州北） 宮野 心貴（金森道場） 牛崎 大夢（桜塾）

上級 中学１年生男子４５Kｇ以上 北出 虎太郎（金森道場） 長坂 子龍（極真空手道忍會） 畠 仁龍（極真館京都） 吉田 永久（極真会館PROFI)

上級 中学２．３年生男子４７Kｇ未満 大前 愛虎（真正会大前道場）

上級 中学２．３年生男子５７Kｇ未満 神田 英渉（桜塾） 小山 憂太（成心會） 西川 大惺（閃捷塾）

上級 中学２．３年生男子５７Kｇ以上 吉田 駿佑（空研塾西田道場） 髙橋 叶歩（成心會）

上級 幼年女子 山口 瑚桃（極真空手中崎道場）

上級 小学1年生女子 東 想乃（武奨館吉村道場） 本村 結華（空身館） 木下 凌（極真館京都）

上級 小学２年生女子 金谷 瑠夏（空身館） 新澤 心咲（慧昇會） 小尾 穂花（修慧会） 山本 恵令奈（げんき塾）

上級 小学３年生女子 八田 かれん（正道会館新心館） 兵庫 歩香（金森道場） 濵 蝶麟曖（顕正会館） 木下 陽葵（極真館奈良県北）

初心 中学生 男子 田原 愛斗（誠拳塾姫路）

初心 幼年 年長女子 森田 綸（MAC 大安寺）



上級 中学２．３年生女子５０Kｇ未満 林 美月（心想流和田道場）

上級 中学２．３年生女子５０Kｇ以上 坂本 雪芭（極真館京都）

上級 中学1年生女子 来島 心華（慧昇會）

上級 中学２．３年生女子４３Kｇ未満 藤原 夢月（成心會）

上級 小学５年生女子３５Kｇ以上 渡邊 星琉夏（MAC 大安寺）

上級 小学６年生女子４０Kｇ以上 畠 海梨愛（極真館京都） 武藤 夢乃（新武道塾 無心拳）

上級 小学５年生女子３５Kｇ未満 松本 叶愛来（拳実会）

上級 小学４年生女子３０Kｇ未満 岸本 ゆず（正道会館高雄道場） 前河 綺沙（正道会館高雄道場）

上級 小学４年生女子３０Kｇ以上 南 友利葵（白蓮会館堺） 和田 陽葵（心道會）


