
形 幼児男子女子
優勝 香川　司沙 修験館仲讃 四箇幼稚園
２位 ━
３位 ━

形 小学1年男子 形 小学1年女子
優勝 香川　朗舞 修験館多聞塾 多度津小 優勝 礒野　みらい 和道会西讃 一ノ谷小
２位 三井　絃生 修交会三豊 吉津小学校 ２位 矢野　紗理菜 修験館多聞塾 麻小
３位 ━ ３位 ━

形 小学2年男子 形 小学2年女子
優勝 香川　連音 修験館多聞塾 多度津小 優勝 河端　優衣 修交会丸亀 城坤小学校
２位 大塚　柊星 修験館仲讃 白方小学校 ２位 村山　翠 錬成館 飯山南小
３位 久保田　朔萊 空手協会三豊 麻小 ３位 ━
３位 佐藤　匠 修交会丸亀 付属坂出小学校

形 小学3年男子 形 小学3年女子
優勝 松本　優志 錬成館 飯山南小 優勝 森　司紗 修交会三豊 下高瀬小学校
２位 山下　海斗 健友館 飯山北小学校 ２位 進藤　花 修験館仲讃 四箇小学校
３位 川口　叶翔 修交会三豊 吉津小学校 ３位 内山　夏 空手協会三豊 勝間小
３位 小野　暖斗 空手協会三豊 上高瀬小

形 小学4年男子 形 小学4年女子
優勝 今井　晴 修交会三豊 詫間小学校 優勝 田中　ひびき 修交会三豊 詫間小学校
２位 矢野　温大 修験館多聞塾 麻小 ２位 岡田　二千翔 大野原空手道 萩原小学校
３位 岡田　礼人 修交会丸亀 城南小学校 ３位 ━
３位 杉山　怜生 錬成館 城坤小

形 小学5年男子 形 小学5年女子
優勝 川口　真宙 修交会三豊 吉津小学校 優勝 多田　愛理 錬成館 飯山北小
２位 松浦　聖也 空手協会三豊 一ノ谷小 ２位 吉野　妃花 錬成館 垂水小
３位 河田　祥光 空手協会三豊 仁尾小 ３位 ━
３位 森　翔也 空手協会三豊 比地小

形 小学6年男子 形 小学6年女子
優勝 三井　唱生 修交会三豊 吉津小学校 優勝 井手　美幸 錬成館 岡田小
２位 川西　健太 修交会丸亀 郡家小学校 ２位 進藤　沙弥 錬成館 宇多津小
３位 柴田　光輝 空手協会三豊 比地小 ３位 露原　彩華 錬成館 垂水小
３位 三島　大輝 修験館多聞塾 城坤小

組手 幼児男子女子
優勝 久保　結月 大野原空手道 大野原幼稚園
２位 ━
３位 ━

組手 小学1年男子 組手 小学1年女子
優勝 高橋　大地 大野原空手道 大野原小学校 優勝 礒野　みらい 和道会西讃 一ノ谷小
２位 香川　朗舞 修験館多聞塾 多度津小 ２位 荻田　櫻 和道会西讃 一ノ谷小
３位 桑名　陽太 和道会豊浜 豊浜小学校 ３位 ━
３位 中西　優斗 修交会丸亀 郡家小学校

組手 小学2年男子 組手 小学2年女子
優勝 佐藤　匠 修交会丸亀 付属坂出小学校 優勝 河端　優衣 修交会丸亀 城坤小学校
２位 香川　連音 修験館多聞塾 多度津小 ２位 ━
３位 高橋　大海 大野原空手道 大野原小学校 ３位 ━
３位 近藤　玲也 大野原空手道 大野原小学校

組手 小学3年男子 組手 小学3年女子
優勝 浅野　琉盛 修交会丸亀 城南小学校 優勝 真鍋　ほのか 修交会丸亀 城南小学校
２位 岡田　竜一 修交会丸亀 城乾小学校 ２位 辻村　春乃 和道会西讃 観音寺小
３位 小野　暖斗 空手協会三豊 上高瀬小 ３位 森　司紗 修交会三豊 下高瀬小学校
３位 三好　漣斗 和道会豊浜 豊浜小学校 ３位 大西　青空 空手協会三豊 仁尾小

組手 小学4年男子 組手 小学4年女子
優勝 広田　侑大 大野原空手道 大野原小学校 優勝 浦上　遥日 修交会丸亀 城西小学校
２位 岡田　礼人 修交会丸亀 城南小学校 ２位 田中　ひびき 修交会三豊 詫間小学校
３位 今井　晴 修交会三豊 詫間小学校 ３位 ━
３位 三島　塁 健友館 飯山北小

組手 小学5年男子 組手 小学5年女子
優勝 高橋　修我 大野原空手道 大野原小学校 優勝 多田　愛理 錬成館 飯山北小
２位 浅野　兵悟 修交会丸亀 城南小学校 ２位 ━
３位 安藤　舜 和道会西讃 一ノ谷小 ３位 ━
３位 石川　晃大 大野原空手道 大野原小学校

組手 小学6年男子 組手 小学6年女子
優勝 久保　幹太 大野原空手道 大野原小学校 優勝 安藤　舞香 和道会西讃 一ノ谷小
２位 藤岡　航大 大野原空手道 萩原小学校 ２位 河端　玲弥 修交会丸亀 城坤小学校
３位 岡田　成翔 大野原空手道 萩原小学校 ３位 進藤　沙弥 錬成館 宇多津小
３位 三井　唱生 修交会三豊 吉津小学校 ３位 福田　紗也佳 和道会豊浜 豊浜小学校
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