
参加数　　58チーム（　472名） 　於：吹田市立北千里体育館

学年 階級 1位 2位 3位
久保　音晴 富田　伊央莉 勝部　亜朱万

ロータス 松江 松江

下田　結月 永石　潤成 古澤　大和

高知 鹿島 茨木市

佐藤　優羽 馬島　輝久 雪本　慈

焼津 吹田 エンジョイ

小林　賢弥 森脇　花乃 渡部　斗海

松山 舞鶴 倉吉

本多 結里菜 河村　泰乃進 牧野　鳳介

フィギュア INAGAWA 茨木市

清水　空之介 北出　幸也 松實　海斗

吹田 リベラル 新宮

辻田　陽咲 松本　冴太郎 市川 悠人

吹田 吹田 フィギュア

吉田　悠耶 北尾　誉稀 小島　怜恩

大村 吹田 吹田

花盛　奏太 黒田　啓悟 鈴木　獅心

INAGAWA 吹田 四日市

馬場　榛貴   

ジョイフル   

與那城　一輝 赤木　烈王 満永　大楽

日進 吹田 刈谷

八隅　士和 小川　凜佳　 伊藤　優隼

ロータス 四日市 吹田

松原　拓郎 下田　瑛太 水崎　竣介

鹿島 高知 焼津

三浦 修矢 小野　こなみ 吉田　泰造

タイガー 加茂 高松

瀧澤 勇仁 東原　悠真 笹岡　大晃

フィギュア 高松 極東

松本　颯太 片松　龍誠 中野　咲羅

四條畷 高松 倉吉

大井 寿々 岡田　夢生 安達　諒大

フィギュア 志賀町 松江

後藤　瑠希 浜本　匠 中村　心瞭

中津川 寝屋川 リベラル

　坂田　颯真 小塚　彪 尾西 桜

ＡＡＣＣ いなべ 鳥栖

田窪　剛共 大畑　秀斗 中村　太陽

松江 東広島 堺初芝

有馬　毅留 坂井　響 久古　凌慈

Ｔ．Ｋ．Ｄ 東広島 網野町

中磯　静香　 山本　泰都 中西　楓奈美

高松 舞鶴 ピーズラボ

須田　宝 徳原　誠馬 松村　祥太郎

大村 極東 吹田

西内　悠人 奥井　峻晴 川合　相希

高知 四日市 吹田

屶網　剣勝 石原 弘幸 宮崎　楓大

エンジョイ タイガー 志賀町

　茂呂　綾乃　 飯塚　康太 植本　誠亜

ＡＡＣＣ 東京農大 和歌山東

中西 広耀 高塚　恒輝 小松　遼太郎

タイガー 新宮 ピーズラボ

岡部　龍空   

善通寺   

黒田　佳吏夫 上村　らんが 青木　秀生

加茂 エンジョイ 吹田

新妻　響 尾形　光駿 渡部　琉海

四日市 刈谷 倉吉

小野　正之助 藤波　朱理 宇戸平　凌莞

加茂 いなべ 一志

井上　葉月 弓矢　健人 尾西 大河

極東 いなべ 鳥栖

藤澤　創 笹原　脩作 氏家　虎之介

網野町 吹田 善通寺

大霜　歩 田窪　育明 松原　正志郎

斑鳩 松江 鹿島

本多 香里菜 弓矢　紗希 原田　渚

フィギュア いなべ INAGAWA

森川　晴凪 志貴　南栄 柴田　あおい

一志 刈谷 ファイブ

池畑　菜々 伊藤　渚 ビャンバスレン　フウラン

INAGAWA いなべ 一志

浅野　羽菜 山田　遥加 長谷川　姫花

刈谷 京都海洋 高槻市

清岡　もえ 江坂　紗那 徳永　珠帆

高知 刈谷 刈谷

藤田　一花 岡田　愛生 中川　夏希

東広島 志賀町 新宮

土井　杏莉 仁井　優利 野﨑　咲良

吹田 吹田 四日市

万木　蓮花 福岡　志保 小灘　真愛

敦賀 リベラル 松江
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１年生 軽量級

１年生 軽中量級

１年生 中量級

１年生 軽重量級

１年生 重量級

２年生 軽量級

２年生 軽中量級

２年生 中量級

２年生 軽重量級

２年生 重量級

３年生 軽量級

３年生 軽中量級

３年生 中量級

３年生 軽重量級

３年生 重量級

３年生 超重量級

４年生 軽量級

４年生 軽中量級

４年生 中量級

４年生 軽重量級

４年生 重量級

４年生 超重量級

５年生 軽量級

５年生 軽中量級

５年生 中量級

５年生 軽重量級

５年生 重量級

５年生 超重量級

６年生 軽量級

６年生 軽中量級

６年生 中量級

６年生 軽重量級

６年生 重量級

６年生 超重量級

５年生女子 軽量級

５年生女子 軽中量級

５年生女子 中量級

５年生女子 重量級

６年生女子 軽量級

６年生女子 軽中量級

６年生女子 中量級

６年生女子 重量級


