
形 幼児男子

優勝 河端  蒼 修交会丸亀 しおや保育所

２位 河野　匠吾 修交会丸亀 ふたば西保育園

３位 後藤田　翔空 日新館仏生山 れんげ保育園

３位 黒川　佳詩 日新館仏生山 三渓幼稚園

形 幼児女子

優勝 大森　海里 和道会大川 恵愛保育所

２位 三木　結心 日新館仏生山 カナン保育所

３位 佐藤　みちる 日新館仏生山 円座百華保育園

３位 河田　梨凉 修交会丸亀 ふたば乳児保育園

形 小学1年男子

優勝 山﨑　海堂 修交会丸亀 城坤小学校

２位 河田　蘭 修交会丸亀 城東小学校

３位 宇野　佳志郎 修交会丸亀 城西小学校

３位 山下　陽翔 和道会大川 志度小学校

形 小学1年女子

優勝 柳川　葉音 日新館香川 国分寺南部小学校

２位 大川　菜々 錬成館 飯山南小学校

３位 久保田 羽衣乃 和道会西讃 麻小学校

３位 近藤　花帆 日新館仏生山 多肥小学校

形 小学2年男子

優勝 甲斐　大樹 日新館仏生山 川島小

２位 八木　青葉 和道会香川 引田小

３位 佐藤　文太 修交会牟礼 牟礼南

３位 岡田　歩磨 和道会大川 引田小学校

形 小学2年女子

優勝 森本　綺乃 修交会牟礼 牟礼北

２位 堂尾　苺愛 日新館仏生山 鬼無小

３位 河野　菜歩 修交会丸亀 城南小学校

３位 中塚　美瑠 空手協会白鳥 本町小

形 小学3年男子

優勝 𠮷田　太一 錬成館 垂水小学校

２位 鶴田　十蒼 日新館仏生山 三渓小

３位 片岡　翔太朗 日新館仏生山 仏生山小

３位 宮武　正虎 錬成館 垂水小学校

形 小学3年女子

優勝 荒川　夢羅 空手協会白鳥 本町小

２位 湯淺　葵乃 修交会牟礼 牟礼北

３位 近藤　美桜稀 空手協会三豊 麻小

３位 山田　海南美 日新館本部 牟礼小

形 小学4年男子

優勝 佐藤　匠 日新館本部 付属坂出小

２位 中山　大地 修交会丸亀 坂出東部小学校

３位 宇野　晃志郎 修交会丸亀 城西小学校

３位 森本　啓示 修交会牟礼 牟礼北

形 小学4年女子

優勝 崎山　紬 日新館本部 栗林小

２位 河端  優衣 修交会丸亀 城坤小学校

３位 村山　翠 錬成館 飯山南小学校



３位 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小

形 小学5年男子

優勝 橋本　拓実 空手協会白鳥 本町小

２位 岩部　大真 和道会大川 志度小学校

３位 岡田　竜一 修交会丸亀 城乾小学校

３位 松本　優志 錬成館 飯山南小学校

形 小学5年女子

優勝 牟禮　未乃来 修交会丸亀 牟礼北小学校

２位 十河　楓 日新館本部 高松第一小

３位 村上　幸音 空手協会白鳥 大内小

３位 松岡　凜 修交会牟礼 牟礼北

形 小学6年男子

優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小

２位 今井　晴 修交会三豊 詫間小

３位 矢野　温大 修験館多門塾 麻小

３位 新井　裕之佑 日新館本部 中央小

形 小学6年女子

優勝 崎山　凜 日新館本部 栗林小

２位 田中　ひびき 修交会三豊 詫間小

３位 伊藤　えみり 修交会三豊 詫間小

３位 佐藤　周 修交会牟礼 牟礼南

形 少年男子有級(中3高1高2)

優勝

２位

３位

形 少年女子有級(中3高1高2)

優勝

２位

３位

形 少年男子有段(中3高1高2)

優勝

２位

３位

形 少年女子有段(中3高1高2)

優勝

２位

３位

形 成年男子有級(高3以上)

優勝

２位

３位

形 成年女子有級(高3以上)

優勝 内田　瑞穂 修験館仲讃 城西高校

２位

３位

形 成年男子有段(高3以上)

優勝

２位



３位

形 成年女子有段(高3以上)

優勝 國廣　光 修験館多門塾 坂出高校

２位

３位

組手 幼児男子

優勝 河端   蒼 修交会丸亀 しおや保育所

２位 河野　匠吾 修交会丸亀 ふたば西保育園

３位 後藤田　翔空 日新館仏生山 れんげ保育園

３位 黒川　佳詩 日新館仏生山 三渓幼稚園

組手 幼児女子

優勝 大森　海里 和道会大川 恵愛保育所

２位 佐藤　みちる 日新館仏生山 円座百華保育園

３位 川西　紗津己 日新館香川 白山幼稚園

組手 小学1年男子

優勝 河田　蘭 修交会丸亀 城東小学校

２位 山﨑　海堂 修交会丸亀 城坤小学校

３位 宇野　佳志郎 修交会丸亀 城西小学校

３位 小森　琥汰朗 修交会義照舘 国分寺北部小

組手 小学1年女子

優勝

２位

３位

組手 小学2年男子

優勝 甲斐　大樹 日新館仏生山 川島小

２位 岡田　歩磨 和道会大川 引田小学校

３位 奥田　僚 日新館本部 志度小

３位 日下　開晴 日新館本部 志度小

組手 小学2年女子

優勝 河野　菜歩 修交会丸亀 城南小学校

２位 中山　そら 修交会丸亀 坂出東部小学校

３位 植松　凛 日新館仏生山 仏生山小

３位 久保　結月 大野原クラブ 大野原小

組手 小学3年男子

優勝 大広　健人 大野原クラブ 大野原小

２位 片岡　翔太朗 日新館仏生山 仏生山小

３位 白丸　豪 日新館香川 一宮小学校

３位 椎木　大智 修交会牟礼 牟礼北

組手 小学3年女子

優勝 山田　海南美 日新館本部 牟礼小

２位 礒野　みらい 和道会西讃 一の谷小学校

３位 村上　和奏 空手協会白鳥 大内小

３位 湯淺　葵乃 修交会牟礼 牟礼北

組手 小学4年男子

優勝 佐藤　匠 日新館本部 付属坂出小

２位 大森　龍河 和道会大川 白鳥小学校

３位 浦上  寿大 修交会丸亀 城西小学校

３位 三木　誠央 日新館仏生山 仏生山小



組手 小学4年女子

優勝 崎山　紬 日新館本部 栗林小

２位 河端  優衣 修交会丸亀 城坤小学校

３位 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小

３位 池田　美優 修交会義照舘 国分寺北部小

組手 小学5年男子

優勝 日下　太陽 日新館本部 志度小

２位 浅野　琉盛 修交会丸亀 城南小学校

３位 岩部　大真 和道会大川 志度小学校

３位 白丸　蓮 日新館香川 一宮小学校

組手 小学5年女子

優勝 森　　司紗 修交会三豊 下高瀬小

２位 真鍋　ほのか 修交会丸亀 城南小学校

３位 牟禮　未乃来 修交会丸亀 牟礼北小学校

３位 十河　楓 日新館本部 高松第一小

組手 小学6年男子

優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小

２位 新井　裕之佑 日新館本部 中央小

３位 大西　那斗 日新館本部 木太北部小

３位 今井　晴 修交会三豊 詫間小

組手 小学6年女子

優勝 崎山　凜 日新館本部 栗林小

２位 田中　ひびき 修交会三豊 詫間小

３位 浦上　遥日 修交会丸亀 城西小学校

組手 少年男子有級(中3高1高2)

優勝

２位

３位

組手 少年女子有級(中3高1高2)

優勝

２位

３位

組手 少年男子有段(中3高1高2)

優勝

２位

３位

組手 少年女子有段(中3高1高2)

優勝

２位

３位

組手 成年男子有級(高3以上)

優勝

２位

３位

組手 成年女子有級(高3以上)

優勝

２位

３位



組手 成年男子有段(高3以上)

優勝

２位

３位

組手 成年女子有段(高3以上)

優勝

２位

３位

団体 形

優勝

２位

３位

団体 組手

優勝

２位

３位


