
形 幼児男子 組手 幼児男子
優勝 片岡　翔太朗 日新館仏生山 カナン保育園 優勝 片岡　翔太朗 日新館仏生山 カナン保育園
２位 櫻井　大河 空手協会高松 木太幼稚園 ２位 甲斐　大樹 日新館仏生山 川島保育所
３位 ３位

形 幼児女子 組手 幼児女子
優勝 湯淺　葵乃 修交会牟礼 牟礼保育所 優勝 湯淺　葵乃 修交会牟礼 牟礼保育所
２位 奥　唯莉 修交会牟礼 田井幼稚園 ２位 桜井　百花 日新館綾川 昭和幼稚園
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 白鳥小 優勝 甲斐　日向 日新館仏生山 川島小学校
２位 佐々木　穣 日新館綾川 昭和小学校 ２位 大森　龍河 和道会香川 白鳥小
３位 本田　瑠威 義心舘香川 松島小学校 ３位 佐々木　穣 日新館綾川 昭和小学校
３位 和出　騎竜 日新館本部 付属小 ３位 三木　誠央 日新館仏生山 仏生山小学校

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 中央小 優勝 崎山　紬 日新館本部 中央小
２位 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小学校 ２位 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小学校
３位 ３位

形 小学2年男子 組手 小学2年男子
優勝 川崎　博文 日新館仏生山 多肥小学校 優勝 岩部　大真 和道会香川 志度小
２位 櫻井　竜 空手協会高松 中央小学校 ２位 日下　太陽 和道会香川 志度小
３位 上井　卓巳 日新館仏生山 仏生山小学校 ３位 上井　卓巳 日新館仏生山 仏生山小学校
３位 橋本　大雅 日新館仏生山 多肥小学校 ３位 橋本　大雅 日新館仏生山 多肥小学校

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 牟礼北小 優勝 牟禮　未乃来 修交会牟礼 牟礼北小
２位 十河　楓 日新館本部 高松第一小 ２位 十河　楓 日新館本部 高松第一小
３位 ３位

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 平井小 優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小
２位 津村　慈元 日新館綾川 羽床小学校 ２位 石橋　巨都 和道会香川 志度小
３位 和出　琉駕 日新館本部 付属小 ３位 松本　飛由 修交会牟礼 牟礼南小
３位 畠山　隼矢 修験館本部 弦打小学校 ３位 都倉　涼雅 和道会香川 前田小

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 中央小 優勝 崎山　凜 日新館本部 中央小
２位 佐藤　周 修交会牟礼 牟礼南小 ２位 植村　紀香 和道会香川 志度小
３位 ３位

形 小学4年男子 組手 小学4年男子
優勝 安藤　舜祐 空手協会高松 太田小学校 優勝 藤田　輝彦 日新館本部 志度小
２位 原尾　昌敬 日新館綾川 昭和小学校 ２位 橋本　虎次郎 日新館仏生山 多肥小学校
３位 佐々木　絃 日新館綾川 昭和小学校 ３位 田畠　和真 和道会香川 造田小
３位 野上　流維 空手協会高松 川添小学校 ３位 関本　卓充 和道会香川 志度小

形 小学4年女子 組手 小学4年女子
優勝 山田　晏由美 日新館本部 牟礼小 優勝 山田　晏由美 日新館本部 牟礼小
２位 池田　彩花 義心舘香川 牟礼北小学校 ２位 池田　彩花 義心舘香川 牟礼北小学校
３位 ３位

形 小学5年男子 組手 小学5年男子
優勝 野上　響希 空手協会高松 川添小学校 優勝 金地　恭汰 和道会香川 本町小
２位 杉浦　友哉 修交会牟礼 牟礼北小 ２位 宮武　和輝 日新館仏生山 多肥小学校
３位 中條　琢海 義心舘香川 古高松南小 ３位 田井　千翔 日新館仏生山 檀紙小学校
３位 箭田　智士 義心舘国分寺 一宮 ３位 蔭　涼 日新館仏生山 一宮小学校

形 小学5年女子 組手 小学5年女子
優勝 牟禮　亜央依 修交会牟礼 牟礼北小 優勝 牟禮　亜央依 修交会牟礼 牟礼北小
２位 畠山　純奈 修験館本部 弦打小学校 ２位 松本　早也香 進武会 白山小学校
３位 川田　怜奈 修交会香川 造田小 ３位
３位 佐々木　萌華 修交会香川 長尾小

形 小学6年男子 組手 小学6年男子
優勝 崎山　慶成 日新館本部 中央小学校 優勝 崎山　慶成 日新館本部 中央小学校
２位 大西　悠太 日新館綾川 綾上小学校 ２位 山田　一八 和道会香川 鴨部小
３位 山田　雅紀 修交会牟礼 屋島東小 ３位 山田　雅紀 修交会牟礼 屋島東小
３位 高橋　快渡 義心舘香川 牟礼小学校 ３位 青木　隆星 和道会香川 津田小

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 仏生山小学校 優勝 藤澤　美空 日新館仏生山 仏生山小学校
２位 吉岡　真希 日新館中央 浅野小 ２位 吉岡　真希 日新館中央 浅野小
３位 十河　真愛 日新館本部 高松第一小 ３位 髙村　美咲 修交会香川 長尾小
３位 髙村　美咲 修交会香川 長尾小 ３位 十河　真愛 日新館本部 高松第一小
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