
2015年少林寺拳法京都府大会　エントリー用紙　1（組演武他）
NO 所属 拳士１ 資格 所属 拳士２ 資格

1.一般男子マスターズＡの部（本選2R　13コート）
1 福知山スポーツ少年団 大橋　善之 四段 福知山スポーツ少年団 樋口　伯武 三段

2.一般男子マスターズＢの部（本選2R　13コート）
1 伏見道院拳友会 村田　政義 三段 伏見道院拳友会 荒木　和男 三段
2 綾部スポーツ少年団 朝子　義晴 六段 綾部スポーツ少年団 四方　俊之 三段
3 京都衣笠道院拳友会 中橋　信和 四段 京都衣笠道院拳友会 田中　陽子 二段
4 嵯峨野道院拳友会 三林　義樹 六段 嵯峨野道院拳友会 小池　知加子 六段

4.一般男子五段以上の部（本選1R　4コート）
1 西陣道院拳友会 橋元　秀太 五段 西陣道院拳友会 河野　勇樹 五段
2 洛東スポーツ少年団 安田　勇哲 五段 洛東道院拳友会 上嶋　克則 四段
3 京都鴨川道院拳友会 安道　亮 六段 京都鴨川道院拳友会 福西　直弘 五段
4 洛南道院拳友会 早海　哲司 五段 洛南道院拳友会 佐藤　太亮 五段

5.一般男子三段、四段の部（本選1R　4コート）
1 京都廣学館高校 加芝　道仁 四段 精華下狛スポーツ少年団 谷田　泰昭 四段
2 京都太秦道院拳友会 新井　勝大 三段 京都太秦道院拳友会 青山　孝 三段
3 島津製作所 高柳　剛 三段 島津製作所 小野　圭介 二段
4 宇治市役所 辻村　吉隆 四段 京都八幡道院拳友会 大野　竜弥 四段
5 洛東道院拳友会 佐藤　裕康 三段 洛東道院拳友会 神田　修吾 二段
6 京都鴨川道院拳友会 佐々木　大輝 三段 京都鴨川道院拳友会 辰巳　航 二段
7 京山道院拳友会 采野　秀俊 四段 京山道院拳友会 松本　雅弘 三段

6.一般男子初段、二段の部（本選1R　4コート）
1 宇治道院拳友会 森　健二　 初段 宇治道院拳友会 吉川　昂伽 初段
2

7.一般女子三段以上の部（本選1R　13コート）
1 精華道院拳友会 川﨑　公美子 六段 精華道院拳友会 柴田　加奈子 六段
2 京山道院拳友会 采野　早織 四段 同志社大学 森井　愛美子 三段

8.一般女子初段、二段の部（本選1R　13コート）
1 京都廣学館高校 川﨑　真希 二段 京都廣学館高校 髙田　和花菜 初段

9.一般男女有段の部（本選1R　13コート）
1 洛東道院拳友会 加藤　郁 三段 洛東道院拳友会 津田　真秀 三段
2 京都智恵光院道院拳友会 中野　彩 四段 嵯峨野道院拳友会 植木　龍一 四段
3 京山道院拳友会 芳村　美帆 三段 京山道院拳友会 脇坂　優磨 初段

10.大学生男子の部-①（予選　12コート）→6組（本選1R　8コート）
1 立命館大学 本田　遼一 三段 立命館大学 大場　千裕 二段
2 龍谷大学 竹内　優人 三段 龍谷大学 村椿　ひかる 弐段
3 京都産業大学 川島　一輝 1級 京都産業大学 濱田　康夫 1級
4 京都向日町スポーツ少年団 森　干晟 三段 京都向日町スポーツ少年団 花岡　卓生 三段
5 佛教大学 野瀬　航平 1級 佛教大学 三田　耕平 1級
6 京都大学 佐藤　祐生 二段 京都大学 平松　佳奈 二段
7 同志社大学 野々垣　文悠 3級 同志社大学 山崎　千恵 3級
8 立命館大学 小尻　真希 三級 立命館大学 齋藤　司 4級
9 京都大学 遠山　光輝 初段 京都大学 徳山　雄基 初段
10 龍谷大学 武田　優貴子 4級 龍谷大学 松本　智嗣 4級
11 京都大学 鮫島　渓 3級 京都大学 花谷　一優 3級
12 佛教大学 田村　和之 3級 佛教大学 吉川　真凜 3級
13 京都大学 山田　彬泰 初段 京都大学 稲本　佳奈 初段
14 龍谷大学 太田　悠 初段 龍谷大学 伏木　倖平 初段
15 京都大学 芳賀　恒太 二段 京都大学 釈迦郡　翔太 初段
16 龍谷大学 久保　翔平 初段 龍谷大学 谷口　大悟 初段
17 京都教育大学 笠原　秀樹 1級 京都教育大学 荒田　晴香 4級
18 立命館大学 大西　達也 二段 立命館大学 北田　栞 二段



10.大学生男子の部-②（予選　13コート）→6組（本選1R　8コート）
1 龍谷大学 山口　紘範 二段 龍谷大学 森本　龍太郎 初段
2 立命館大学 高宮　直輝 3級 立命館大学 長屋　宏紀 4級
3 京都学園大学 森安　智史 1級 京都学園大学 塩山　廉人 初段
4 京都大学 西田　空 三段 京都大学 饗庭　晃大 初段
5 京都産業大学 有定　花菜 3級 京都産業大学 野口　恭輔 見習
6 龍谷大学 稲野　卓也 三段 龍谷大学 森　仁美 三段
7 佛教大学 山田　貴大 1級 佛教大学 村上　秋桜美 1級
8 京都大学 小田　和広 二段 京都大学 橋本　大志 初段
9 同志社大学 宮下　直也 三段 同志社大学 井上　陸 三段
10 立命館大学 小川　真和 初段 立命館大学 杉本　健 二段
11 京都大学 橋野　領太 初段 京都大学 松村　眞吾 初段
12 龍谷大学 楢木　皐生 1級 龍谷大学 周藤　晋三郎 1級
13 立命館大学 中島　洋 3級 立命館大学 黒田　大資 3級
14 京都大学 藤村　宙尚 1級 京都大学 加藤　顕 3級
15 龍谷大学 松岡　和哉 1級 龍谷大学 水口　結衣 1級
16 京都大学 野路　亮太 二段 京都大学 今泉　早貴 初段
17 立命館大学 吉田　遼人 4級 立命館大学 荒木　孝太郎 3級
18 京都外国語大学 村上　弘樹 三段 京都外国語大学 宇佐美　哲 三段
19 宇治道院拳友会 木村  匡志 三段 宇治道院拳友会 奥村  祥久 三段

11.大学生女子の部（本選1R　9コート）
1 京都女子大学 竹内　瑛美 3級 京都女子大学 玉田　南倭 3級
2 京都教育大学 倉掛　春佳 1級 京都教育大学 久保　咲和佳 1級
3 京都女子大学 福谷　有香 3級 京都女子大学 西村　有布 3級
4 立命館大学 矢吹　真子 1級 立命館大学 丹下　涼香 1級
5 京都大学 牧本　梨奈 三段 京都大学 手束　祥子 初段
6 京都女子大学 半谷　佑奈 初段 京都女子大学 宮脇　知子 初段
7 同志社大学 藤木　彩乃 三段 同志社大学 森安　理紗 三段
8 京都女子大学 坂下　千遥 3級 京都女子大学 菱田　有紗 3級
9 京都外国語大学 田村　美智子 初段 京都外国語大学 山本　知佳 1級
10 京都女子大学 米谷　奈津実 三段 京都女子大学 安藤　理香子 二段
11 龍谷大学 森田　千晴 二段 龍谷大学 石塚　夏海 三段
12 京都女子大学 福田　彩夏 3級 京都女子大学 吉原　舞 3級
13 京都大学 小崎　野之花 3級 京都大学 濱田　叶帆 3級
14 京都女子大学 上野　雅 3級 京都女子大学 奥村　郁美 3級

12.高校生男子の部（予選　14コート）→12組（本選2R　4コート）
1 洛東道院拳友会 森川　風輝 二段 洛東道院拳友会 今井　惠仁 初段
2 一燈園中学高校 築地　飛武 二段 一燈園中学高校 牧野　佑紀 初段
3 京都翔英高等学校 西田　真也 初段 京都翔英高等学校 田中　伸拓 二段
4 伏見丹波橋道院拳友会 竹内　圭太 二段 伏見丹波橋道院拳友会 小林　明史 二段
5 福知山スポーツ少年団 田中　芳樹 二段 福知山スポーツ少年団 中井田　真哉 初段
6 一燈園中学高校 三谷　浩生 二段 山科道院拳友会 田中　木介 初段
7 京都廣学館高校 金田　洋輝 三段 京都廣学館高校 西田　悠真 2級
8 京都衣笠道院拳友会 八木　陸仁 初段 京都衣笠道院拳友会 大岡　篤史 初段
9 京都翔英高等学校 藤田　航輝 2級 京都翔英高等学校 吉田　一樹 4級
10 福知山スポーツ少年団 三津川　克哉 初段 福知山スポーツ少年団 樋口　真帆 初段
11 京都北野道院拳友会 尾角　晋之右 初段 京都北野道院拳友会 橘　悠太 3級
12 洛東道院拳友会 塚本　昌平 二段 洛東道院拳友会 今井　智仁 二段
13 梅津道院拳友会 井上　洸貴 初段 梅津道院拳友会 服部　喬介 二段
14 京都翔英高等学校 野村　晋次朗 2級 京都翔英高等学校 斎藤　統 3級
15 京山道院拳友会 桂田　裕希 初段 京山道院拳友会 中谷　恒祐 初段
16 洛東道院拳友会 山川　翔大 二段 洛東道院拳友会 堤　智紀 初段
17 梅津スポーツ少年団 今井　司紋 初段 梅津スポーツ少年団 川﨑　萌香 初段
18 京都翔英高等学校 平石　朋裕 二段 京都翔英高等学校 小山田　奨 初段
19 洛東道院拳友会 新造　一友 初段 洛東道院拳友会 塩尻　凌我 初段

NO 所属 拳士１ 資格 所属 拳士２ 資格

13.高校生女子の部（本選2　14コート）
1 京都女子中学高校 山向　真由 初段 京都女子中学高校 乾　真子 初段
2 京都太秦道院拳友会 上村　涼代 二段 京都太秦道院拳友会 井上　直美 三段
3 京都西山高校 中塚　りお 初段 京都西山高校 河本　佳奈 初段
4 京都女子中学高校 奥村　恵利薫 4級 京都女子中学高校 西村　ひなの 5級
5 洛東道院拳友会 森川　雪乃 二段 洛東道院拳友会 森川　春菜 二段
6 京都翔英高等学校 中島　　優 2級 京都翔英高等学校 木田　愛華 二段
7 京都女子中学高校 船出　野乃華 4級 京都女子中学高校 小川　千琴 4級



14.中学生男子の部（予選　4コート）→12組（本選2R　3コート）
1 京都太秦道院拳友会 橋本　大騎 初段 京都太秦道院拳友会 川邉　晴喜 初段
2 宇治道院拳友会 嶋津　里哉 2級 宇治道院拳友会 江濱　隆一郎 2級
3 伏見丹波橋スポーツ少年団 高山　慶太 3級 伏見丹波橋スポーツ少年団 高山　翔太 3級
4 京丹波スポーツ少年団 堀川　達矢 初段 京丹波スポーツ少年団 土佐　龍弥 初段
5 京都春日スポーツ少年団 石平　隆治 初段 京都春日スポーツ少年団 梅田　篤史 5級
6 宇治道院拳友会 岩本　爽 2級 宇治道院拳友会 嶋津　綾人 3級
7 京都北野スポーツ少年団 飛田　藍梨 1級 京都北野スポーツ少年団 増田　大致 1級
8 京都太秦道院拳友会 福原　知 初段 京都太秦道院拳友会 今井　瑞樹 初段
9 京都衣笠道院拳友会 八木　雄大 初段 京都衣笠道院拳友会 森本　健斗 1級
10 洛東道院拳友会 小野　拓哉 1級 洛東道院拳友会 足立　虎太郎 3級
11 精華下狛スポーツ少年団 平田　幸大 5級 精華下狛スポーツ少年団 八尾　和馬 5級
12 京都智恵光院道院拳友会 西　凌斗 初段 京都智恵光院道院拳友会 北村　直弥 初段
13 京都太秦道院拳友会 三木　天翔 初段 京都太秦道院拳友会 好川　昂汰 初段
14 宇治道院拳友会 中村　優大 2級 宇治道院拳友会 加藤　隆亮 2級
15 一燈園中学高校 小川　慧士郎 4級 一燈園中学高校 北畑　琉斗 4級
16 伏見丹波橋スポーツ少年団 高橋　稜芽 初段 伏見丹波橋スポーツ少年団 山﨑　雄 初段
17 精華下狛スポーツ少年団 髙田　大介 5級 精華下狛スポーツ少年団 石田　頌 5級
18 京山道院拳友会 桂田　真希 3級 京山道院拳友会 宮川　玲緒 3級
19 洛南道院拳友会 森田　篤 初段 洛南道院拳友会 田村　隼太郎 初段
20 嵯峨野スポーツ少年団 永野　昴 初段 嵯峨野スポーツ少年団 中村　優太 初段
21 伏見丹波橋スポーツ少年団 大槻　信太郎 初段 伏見丹波橋スポーツ少年団 荒木　秀太 初段
22 宇治道院拳友会 奥村　禎也 1級 宇治道院拳友会 河中　優利 1級

15.中学生女子の部（本選2R　14コート）
1 山科音羽スポーツ少年団 浜崎　葉那 3級 山科音羽スポーツ少年団 三木　璃奈 3級
2 福知山スポーツ少年団 吉﨑　美海 初段 福知山スポーツ少年団 桑原　麻美加 2級
3 宇治道院拳友会 奥村　祐未 初段 宇治道院拳友会 重富　結利加 1級
4 山科音羽スポーツ少年団 彌榮　みのり 1級 山科音羽スポーツ少年団 藤本　蒼美 2級

20.小学生の部Ａ-①（予選　2コート）→6組（本選1R　2コート）
1 園部スポーツ少年団 黒田　愛 4級 園部スポーツ少年団 佐々木　玖 4級
2 西陣北道院拳友会 角谷　佳晃 2級 西陣北道院拳友会 澤田　崚太郎 3級
3 京丹波スポーツ少年団 山下　稜矢 4級 京丹波スポーツ少年団 竹野　祐心 4級
4 京都松ヶ崎道院拳友会 鴻田　康一 6級 京都松ヶ崎道院拳友会 大友　晴生 7級
5 京都春日スポーツ少年団 三上　晴也 5級 京都春日スポーツ少年団 西村　光矢 6級
6 宇治道院拳友会 米嶋　優汰 6級 宇治道院拳友会 中辻　健太 6級
7 京都北野スポーツ少年団 山本　悠輝 3級 京都北野スポーツ少年団 尾角　星治 6級
8 壬生スポーツ少年団 藤木　琥太郎 4級 壬生スポーツ少年団 野間　丹太 7級
9 京都桂坂道院拳友会 森口　寛士 3級 京都桂坂道院拳友会 池山　弘章 3級
10 洛東スポーツ少年団 佐々木　理 3級 洛東スポーツ少年団 塩尻　隼士 5級
11 京都衣笠道院拳友会 山下　秀翔 1級 京都衣笠道院拳友会 前川　航輝 4級
12 精華下狛スポーツ少年団 石田　昂 5級 精華下狛スポーツ少年団 奥谷　陸翔 6級
13 宇治道院拳友会 鶴谷　唯人 3級 宇治道院拳友会 山本　凌也 3級
14 京都春日スポーツ少年団 石平　健治 1級 京都春日スポーツ少年団 渡邉　結心 2級
15 山科音羽スポーツ少年団 片岡　隼 4級 山科音羽スポーツ少年団 村上　海人 4級

20.小学生の部Ａ-②（予選　3コート）→6組（本選1R　2コート）
1 京都太秦道院拳友会 尾崎　恵大 1級 京都太秦道院拳友会 平井　優朔 1級
2 京丹波スポーツ少年団 堀川　堅矢 1級 京丹波スポーツ少年団 土佐　恒生 1級
3 京都松ヶ崎道院拳友会 池側　律 4級 京都松ヶ崎道院拳友会 山本　晋裕 6級
4 宇治道院拳友会 山田　菜月 2級 宇治道院拳友会 小嶋　風汰 3級
5 精華下狛スポーツ少年団 田中　乃月 6級 精華下狛スポーツ少年団 日高　萌維 6級
6 京都智恵光院道院拳友会 中林　勇也 4級 京都智恵光院道院拳友会 山田　悠馬 5級
7 六人部スポーツ少年団 桐村　哉真都 4級 六人部スポーツ少年団 芦田　明日叶 4級
8 宇治道院拳友会 岩本　遥 6級 宇治道院拳友会 木村　匠志 6級
9 洛南道院拳友会 桃井　優 5級 洛南道院拳友会 佐藤　優仁 6級
10 梅津スポーツ少年団 天野　翔馬 初段 梅津スポーツ少年団 今井　宝希 初段
11 嵯峨野スポーツ少年団 高井　克将 5級 嵯峨野スポーツ少年団 上田　勇伍 6級
12 京都春日スポーツ少年団 中西　正道 4級 京都春日スポーツ少年団 森　遊馬 4級
13 松ヶ崎小学校 唐橋　良在 5級 松ヶ崎小学校 池中　日菜子 5級
14 京丹波スポーツ少年団 西田　桜基 4級 京丹波スポーツ少年団 西村　康介 4級
15 京都洛西スポーツ少年団 細見　陽菜 5級 京都洛西スポーツ少年団 平野　獎樹 5級



21.小学生の部Ｂ（本選1R　14コート）
1 京都北野スポーツ少年団 山本　穂 見習 京都北野スポーツ少年団 瀧本　さくら 見習
2 洛南道院拳友会 高木　大和 5級 洛南道院拳友会 山崎　翔平 4級
3 宇治道院拳友会 山田　瑞月 8級 宇治道院拳友会 安達　鷹斗 見習
4 嵯峨野スポーツ少年団 三林　匠 6級 嵯峨野スポーツ少年団 安田　潤吏 6級
5 園部スポーツ少年団 清水　佳夢 8級 園部スポーツ少年団 清水　陽元 8級
6 伏見丹波橋スポーツ少年団 早川　謙 7級 伏見丹波橋スポーツ少年団 前川　康明 5級
7 京都向日町スポーツ少年団 森　聖一郎 8級 京都向日町スポーツ少年団 立溝　悠人 8級
8 京都松ヶ崎道院拳友会 佐藤　智哉 6級 京都松ヶ崎道院拳友会 池側　摂 7級
9 壬生スポーツ少年団 小林　廣紀 7級 壬生スポーツ少年団 山副　心 8級
10 京都北野スポーツ少年団 根木　悠歌 8級 京都北野スポーツ少年団 根木　雄大 8級
11 洛東スポーツ少年団 杉山　蓮 6級 洛東スポーツ少年団 北田　千紘 6級
12 京都智恵光院道院拳友会 西川　翔也 8級 京都智恵光院道院拳友会 松山　昂太郎 見習
13 洛南道院拳友会 山田　龍之介 5級 洛南道院拳友会 濱　綾晟 6級
14 京都桂坂道院拳友会 八木　啓仁 7級 京都桂坂道院拳友会 齋藤　朱里 7級
15 嵯峨野スポーツ少年団 堀　優夏 見習 嵯峨野スポーツ少年団 堀　斗武 見習
16 宇治道院拳友会 西山　弘真 見習 宇治道院拳友会 太田　凛太郎 見習
17 京都洛西スポーツ少年団 篠田　侑里 4級 京都洛西スポーツ少年団 細見　葉月 4級

22.親子の部（本選1R　3コート）
1 伏見丹波橋スポーツ少年団 増田　康佑 6級 伏見丹波橋道院拳友会 増田　克美 見習
2 京都松ヶ崎道院拳友会 池田　恭梧 8級 京都松ヶ崎道院拳友会 池田　力 三段
3 壬生スポーツ少年団 奥村　隆 四段 壬生スポーツ少年団 奥村　瑠聖 6級
4 精華下狛スポーツ少年団 平田　知之 五段 精華下狛スポーツ少年団 平田　和也 7級
5 福知山スポーツ少年団 松本　大吉 初段 福知山スポーツ少年団 松本　崚汰 4級
6 洛南道院拳友会 森田　由美子 4級 洛南道院拳友会 森田　太郎 2級
7 六人部スポーツ少年団 山下　由紀 1級 六人部スポーツ少年団 山下　幸輝 4級
8 福知山スポーツ少年団 小森　浩資 4級 福知山スポーツ少年団 小森　さあや 6級
9 花園大学 師　茂樹 三段 嵯峨野スポーツ少年団 師　祥太郎 1級

23.夫婦の部（本選1R　3コート）
1 京都峰山道院拳友会 金森　加寿子 四段 京都峰山道院拳友会 金森　智徳 六段

24.障がい者の部（本選1R　3コート）
1 京都衣笠道院拳友会 林　黎明 初段 京都衣笠道院拳友会 石川　久美子 三段

26.男子運用法の部（本選2R　2コート）
1 立命館大学 大西　達也 二段 立命館大学 杉本　健 二段
2 島津製作所 高柳　剛 三段 島津製作所 小野　圭介 二段
3 京都産業大学 粟津　正俊 二段 立命館大学 本田　遼一 三段
4 同志社大学 奥西　喜一 三段 同志社大学 山本　一貴 三段

27.女子運用法の部（本選2R　2コート）
1 同志社大学 田村　美樹 二段 同志社大学 森安　理紗 三段

28.弁論の部
1 京都産業大学 宮川　怜 初段
2 京都産業大学 川島　一輝 1級
3 京都産業大学 殿畠　有紗 3級
4 同志社大学 奥西　喜一 三段
5 同志社大学 宮下　直也 三段
6 同志社大学 東谷　拓郎 二段
7 同志社大学 上村　直矢 二段
8 同志社大学 藤木　彩乃 三段
9 同志社大学 田村　美樹 二段
10 同志社大学 麻生川　龍 初段
11 同志社大学 井上　陸 三段
12 同志社大学 今村　雄一 初段
13 同志社大学 川口　真司 初段
14 同志社大学 白石　真輝 初段
15 同志社大学 竹林　万由子 初段
16 同志社大学 橋本　眞志 初段
17 同志社大学 森安　理紗 三段
18 同志社大学 山田　麻理亜 初段
19 同志社大学 山本　一貴 三段
20 同志社大学 片町　拓郎 二段
21 同志社大学 田中　翔 三段
22 同志社大学 西川　智士 三段
23 同志社大学 野々垣　文悠 3級
24 同志社大学 野田　万紀子 三段
25 同志社大学 山崎　千恵 3級
26 京都峰山道院拳友会 金森　耀李 初段
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17.大学生団体の部（本選1R　12コート）
1 同志社大学 奥西　喜一 三段 田村　美樹 二段

今村　雄一 初段 竹林　万由子 初段
山田　麻理亜 初段 片町　拓郎 二段
西川　智士 三段 森川　慈仁 三段

2 京都産業大学 粟津　正俊 二段 山根　健一 二段
池川　隆哉 三段 高倉　稜汰 三段
高橋　郁夫 二段 坂堂　綾 初段
羽田　惇平 初段 林野　充哉 初段

3 同志社大学 東谷　拓郎 二段 上村　直矢 二段
麻生川　龍 初段 川口　真司 初段
白石　真輝 初段 橋本　眞志 初段
山本　一貴 三段 田中　翔 三段

18.高校生団体の部（本選1R　12コート）
1 京都女子中学高校 高原　麗海 初段 橋本　麻衣 4級

角田　尚子 4級 三谷　涼華 4級
東川　絢理 4級 久後　綾香 4級

19.中学生団体の部（本選1R　12コート）
1 伏見丹波橋スポーツ少年団 武部　周 初段 岡田　凜 初段

山本　雅貴 初段 森下　夏 初段
福井　晴士郎 初段 小南　雪乃 初段

2 洛東道院拳友会 井上　幹太 初段 河内　亮弥 2級
今井　かりん 初段 田村　晴 初段
高野　つかさ 3級 渡部　見士朗 2級

3 伏見丹波橋スポーツ少年団 森井　悠朱 初段 井上　摩乙 初段
高木　海斗 初段 山本　惠斗 初段
武部　文 初段 西村　宗真 初段

25.小学生団体の部（本選2R　12コート）
1 伏見丹波橋スポーツ少年団 中村　颯希 6級 松田　煌生 7級

小泉　春樹 7級 仲瀬　光希 8級
吉志部　竜 6級 高岡　凌雅 7級

2 福知山スポーツ少年団 森川　由基 4級 吉田　政貴 7級
川原崎　蒼太 4級 吉田　政仁 7級
芦田　晃輔 6級 森川　太喜 7級
嶋本　陸翔 7級 田中　優羽 8級

3 伏見丹波橋スポーツ少年団 勢子　俊真 3級 入江　駿 3級
青山　倫昌 6級 吉志部　丈 3級
高畑　皓太 3級 森川　翔平 4級

4 洛東スポーツ少年団 森川　千夏 初段 波北　果歩 2級
バデノック　賀楠 4級 松宮　吏希 2級
松井　佳 3級 栢森　彪真 4級

5 伏見桃山道院拳友会 阿部　征矢 初段 上嶋　脩真 3級
松崎　史弥 初段 堀　優太 3級
林　雄真 初段 林　翔真 初段

6 伏見丹波橋スポーツ少年団 吉田　拓真 4級 松本　幸大 4級
中村　湧 4級 勢子　杏樹 4級
武部　鑑 4級 中野　舜 4級
岡田　瞭 4級 宇都宮　崚 5級

7 京都衣笠道院拳友会 若林　涼 4級 大岡　夏実 4級
水谷　泰正 4級 安東　楓希 4級
水谷　寛正 4級 萬代　凌雅 6級

8 伏見丹波橋スポーツ少年団 高橋　羽流生 初段 若城　大輝 初段
辻川　祐太朗 初段 森本　光瑠 1級
宮下　紅音 5級 田澤　昌玖 5級


