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2

本郷　琉生 ほんごう　るい 小学2年男子 126 28 F.K.C輝心会

本郷　海琉 ほんごう　かいり 小学6年男子43kg未満 147 40 F.K.C輝心会

8

小高　京介 おだか　きょうすけ 小学2年男子 137 25 KWF極真会館

永嶋　蓮 ながしま　れん 小学3年男子29kg未満 120 24 KWF極真会館

足立　大和 あだち　やまと 小学6年男子43kg以上 153 53 KWF極真会館

永嶋　樹 ながしま　いづき 中学男子45kg未満 150 40 いすみ市立大多喜中学校 KWF極真会館

大多和　星也 おおたわ　せいや 中学男子55kg未満 165 53 茂原市立南中学校 KWF極真会館

土屋　正輝 つちや　まさき 中学男子65kg以上 171 76,7 千葉市立大椎中学校 KWF極真会館

中薗　綾乃 なかぞの　あやの 高校女子50kg未満 160 49 千葉県立四街道高校 KWF極真会館

秋葉　晃希 あきば　こうき 高校男子60kg未満 165 54 茂原樟陽高校 KWF極真会館

1

鈴木　夏妃 すずき　なつき 小学4年女子32kg以上 143 46 SKC武心館

3

嶋本　結和 しまもと　ゆうあ 小学2年男子 125 25 秋岡塾

嶋本　優那 しまもと　ゆな 小学4年女子32kg未満 134 25 秋岡塾

嶋本　美優 しまもと　みゆ 中学女子45kg未満 156 41 益城町立益城中学校 秋岡塾

2

浜田　次郎 はまだ　じろう 小学5年男子37kg以上 150 37 芦原会館西山道場

浜田　友里子 はまだ　ゆりこ 中学女子55kg未満 158 48 朝霞市立朝霞第二中学校 芦原会館西山道場

4

田井中　優成 たいなか　ゆうせい 小学5年男子37kg未満 140 28 石野道場

中山　星音 なかやま　せいと 小学5年男子37kg以上 140 45.5 石野道場

田井中　南 たいなか　みなみ 小学3年女子 140 32 石野道場

石野　まこと いしの　まこと 高校女子57kg未満 157 52 京都府立洛西高等学校 石野道場

1

河合　利亜斗 かわい　りあと 小学1年男子 118 21 大上會

1

金森　悠成 かなもり　ゆうせい 中学男子65kg未満 172 64 泉南市立泉南中学校 金森道場

1

安田　彩希子 やすだ　さきこ 小学6年女子43kg以上 157 49 極真会館小井道場

3

小此内　捺芽 こがうち　なつめ 小学5年男子37kg未満 145 35 極真会館浜井派石川支部

高田　琉生 たかだ　るい 小学5年男子37kg未満 140 33 極真会館浜井派石川支部

新田　小粋 しんた　こいき 小学6年女子43kg未満 143 34 極真会館浜井派石川支部

12

正木　彩汰 まさき　あやた 幼児男子 110 19 久保田道場

関　飛真 せき　あすま 小学2年男子 126 26 久保田道場

村井　天尊 むらい　てんそん 小学4年男子32kg以上 141 34 久保田道場

井口　壱星 いぐち　いっせい 小学6年男子43kg未満 135 30 久保田道場

水谷　藍 みずたに　あい 小学3年女子 129 25.6 久保田道場

正木　希春 まさき　ののは 小学4年女子32kg未満 129 25 久保田道場

正木　心春 まさき　ここる 小学5年女子37kg未満 143 35 久保田道場

井口　七海 いぐち　ななみ 小学5年女子37kg未満 136 30 久保田道場

金光　陽 かねみつ　ひなた 小学5年女子37kg以上 148 38 久保田道場

金光　葵 かねみつ　あおい 中学男子55kg未満 155 48 尾張旭市立東中学校 久保田道場

水谷　翔 みずたに　しょう 中学男子55kg未満 160 54 名古屋市立大曽根中学校 久保田道場

岩越　紘青 いわこし　こうせい 中学男子55kg未満 165 48 名古屋市立大曽根中学校 久保田道場

1

宮本　卓 みやもと　たく 中学男子55kg未満 165 52 今伊勢中学校 拳勝会館

1

水本　龍人 みずもと　りゅうと 小学4年男子32kg未満 132 31 圏彗會

6

神田　恭吾 かんだ　きょうご 小学4年男子32kg以上 141 32 士衛塾石川

田島　誠章 たじま　せいしょう 小学5年男子37kg未満 145 35 士衛塾石川

松本　天志 まつもと　てんし 小学6年男子43kg未満 145 32 士衛塾石川

藤野　零大 ふじの　れおん 小学6年男子43kg未満 138 30 士衛塾石川

今村　竜貴 いまむら　たつき 小学6年男子43kg未満 140 32 士衛塾石川

寺崎　裕遊 てらさき　ゆんゆ 中学女子45kg未満 152 42.5 清箋中学校 士衛塾石川

1

土田　翔生 つちだ　とい 小学5年男子37kg未満 140 35 自然拳法

総合計

F.K.C輝心会

KWF極真会館

SKC武心館

秋岡塾

芦原会館西山道場

拳勝会館

圏彗會

士衛塾石川

自然拳法

石野道場

大上會

金森道場

極真会館小井道場

極真会館浜井派石川支部

久保田道場
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7

平山 翔遥 ひらやま しょうよう 小学1年男子 123 23 ノーティーカラテアカデミー

亀山 太司 かめやま たいし 小学2年男子 127 37 ノーティーカラテアカデミー

西村 竜翔 にしむら りゅうしょう 小学3年男子29kg未満 124 24 ノーティーカラテアカデミー

板津　彰人 いたづ　あきと 小学4年男子32kg未満 125 28 ノーティーカラテアカデミー

近藤　翔空 こんどう　かける 小学6年男子43kg未満 136 28 ノーティーカラテアカデミー

平山 寧々 ひらやま ねね 小学4年女子32kg未満 133 30.9 ノーティーカラテアカデミー

大堀 心暖 おおほり こころ 小学6年女子43kg未満 152 42 ノーティーカラテアカデミー

4

加藤　令桜 かとう　れおん 小学5年男子37kg未満 139 30 波導館

秋山　煌太 あきやま　こうた 小学5年男子37kg未満 140 35 波導館

加藤　愛琉 かとう　あいる 小学1年女子 122 20 波導館

相原　くるみ あいはら　くるみ 小学5年女子37kg未満 146 36.5 波導館

3

加藤　幸芽 かとう　こうが 小学5年男子37kg以上 147 39 飛馬道場

齋藤　絆菜 さいとう　はんな 小学3年女子 140 40 飛馬道場

本田　優希菜 ほんだ　ゆきな 中学女子55kg以上 159 57 大矢部中学校 飛馬道場

15

内田　陽瀬 うちだ　ひなせ 小学3年男子29kg未満 123 23 飛心会

朝倉　裕次郎 あさくら　ゆうじろう 小学4年男子32kg以上 141 36 飛心会

青木　悠柊 あおき　ゆうと 小学5年男子37kg未満 135 31 飛心会

永井　秀 ながい　しゅう 小学5年男子37kg以上 142 43 飛心会

安居　怜生 あぐい　れい 小学5年男子37kg以上 153 48 飛心会

中村　海輝 なかむら　かいき 小学6年男子43kg未満 143 37.5 飛心会

土橋　せら どばし　せら 小学3年女子 126 25 飛心会

藤田　優里 ふじた　ゆり 小学4年女子32kg未満 138 28 飛心会

安藤　杏華 あんどう　きょうか 小学4年女子32kg未満 136 30 飛心会

内田　優日 うちだ　ゆうひ 小学6年女子43kg未満 151 39.5 飛心会

和田　静里奈 わだ　せりな 中学女子55kg未満 157 48 豊中市立第三中学校 飛心会

藤田　咲嬉 ふじた　さき 中学女子55kg未満 162 48 池田市立石橋中学校 飛心会

北郷　寛人 ほんごう　ひろと 中学男子45kg未満 145 37 豊中市立第十五中学校 飛心会

永井　励 ながい　れい 中学男子55kg未満 161 50.5 箕面市立第五中学校 飛心会

赤木　莉杏子 あかぎ　りなこ 高校女子50kg未満 154 49 桜塚高等学校 飛心会

1

斉藤　力毅 さいとう　りきたか 小学4年男子32kg未満 133 29 武心剛術会

22

山口　叶来也 やまぐち　ときや 幼児男子 119 20 フルコンタクトカラテスクール

春山　大空 はるやま　そら 幼児男子 117 22 フルコンタクトカラテスクール

長江　潤季 ながえ　じゅんき 幼児男子 110 19 フルコンタクトカラテスクール

佐野　光琉 さの　みつる 小学2年男子 126 24 フルコンタクトカラテスクール

前田　海斗 まえだ　かいと 小学2年男子 129 28.5 フルコンタクトカラテスクール

松下　怜音 まつした　れお 小学2年男子 118 22 フルコンタクトカラテスクール

長江　遥大 ながえ　はると 小学3年男子29kg未満 125 25 フルコンタクトカラテスクール

桑原　右京 くわばら　うきょう 小学3年男子29kg未満 129 26 フルコンタクトカラテスクール

小林　佑輔 こばやし　ゆうすけ 小学3年男子29kg以上 145 48 フルコンタクトカラテスクール

杉本　一陽 すぎもと　かずや 小学4年男子32kg以上 141 32 フルコンタクトカラテスクール

岩崎　大樹 いわさき　だいき 小学6年男子43kg以上 160 47 フルコンタクトカラテスクール

松井　颯人 まつい　はやと 小学5年男子37kg未満 138 34 フルコンタクトカラテスクール

細矢　涼太 ほそや　りょうた 小学5年男子37kg未満 136 30 フルコンタクトカラテスクール

島田　琉成 しまだ　りゅうせい 小学5年男子37kg未満 137 33 フルコンタクトカラテスクール

松下　愛里 まつした　あいり 小学3年女子 130 25 フルコンタクトカラテスクール

佐野　瑞祇 さの　みずき 小学3年女子 131 27 フルコンタクトカラテスクール

春山　華 はるやま　はな 中学女子55kg未満 159 47 神奈川県大和市立上和田中学校 フルコンタクトカラテスクール

島田　成那 しまだ　せな 中学男子45kg未満 148 40 神奈川県厚木市立林中学校 フルコンタクトカラテスクール

山口　叶和 やまぐち　とわ 中学男子55kg未満 160 51 神奈川県大和市立鶴間中学校 フルコンタクトカラテスクール

細矢　秀太 ほそや　しゅうた 中学男子55kg未満 165 53 神奈川県大和市立南林間中学校 フルコンタクトカラテスクール

小林　良輔 こばやし　りょうすけ　中学男子65kg未満 164 62 神奈川県大和市立大和中学校 フルコンタクトカラテスクール

佐藤　杏優 さとう　あゆ 高校女子57kg以上 164 63 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 フルコンタクトカラテスクール

1

小畑　和香 おばた　ほのか 小学4年女子32kg以上 147 46 北杜塾

1

小関　美衣 こせき　みい 小学5年女子37kg未満 139 32 勇志会

ノーティーカラテアカデミー

波導館

飛馬道場

飛心会

武心剛術会

フルコンタクトカラテスクール

北杜塾

勇志会
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3

中本　奏大 なかもと　そうだい 小学1年男子 120 27 流心館

中本　幸大 なかもと　こうだい 小学4年男子32kg以上 141 43 流心館

曽根勝　沙也香 そねかつ　さやか 小学3年女子 142 42 流心館

1

髙田　麻帆 たかた　まほ 高校女子57kg未満 162 56.5 岡山県立真庭高等学校 烈拳會

1

前田　礼生 まえだ　れを 小学2年男子 134 35 葵塾

1

弓岡　とら ゆみおか　とら 中学男子65kg未満 171 64.5 伊予市立港南中学校 芦原会館伊予支部

16

齋藤　歩斗 さいとう　あゆと 幼児男子 115 20 芦原会館静岡県東部支部

齋藤　瑛斗 さいとう　あきと 小学1年男子 123 24 芦原会館静岡県東部支部

山本　心温 やまもと　しおん 小学1年男子 120 21 芦原会館静岡県東部支部

山本　一心 やまもと　いっしん 小学3年男子29kg以上 136 31 芦原会館静岡県東部支部

露木　悠人 つゆき　ゆうと 小学3年男子29kg以上 140 38 芦原会館静岡県東部支部

齋藤　新 さいとう　あらた 小学4年男子32kg以上 143.5 33 芦原会館静岡県東部支部

三木　侑月 みき　ゆづき 小学4年男子32kg以上 135 33 芦原会館静岡県東部支部

島垣　陸 しまがき　りく 小学5年男子37kg未満 135 34 芦原会館静岡県東部支部

畑山　旺輝 はたやま　おうき 小学5年男子37kg未満 147 36 芦原会館静岡県東部支部

上原　玲大 うえはら　れお 小学5年男子37kg以上 147 40 芦原会館静岡県東部支部

吉野　汐音 よしの　しおん 小学6年男子43kg未満 143 33 芦原会館静岡県東部支部

中戸川　波月 なかとがわ　はづき 小学2年女子 128.5 25 芦原会館静岡県東部支部

富岡　葉琉 とみおか　はる 小学4年女子32kg未満 130 27 芦原会館静岡県東部支部

武藤　龍介 むとう　りゅうすけ 中学男子45kg未満 147 35 伊東市立門野中学校 芦原会館静岡県東部支部

島垣　麟太郎 しまがき　りんたろう 中学男子55kg未満 165 52 小山町立須走中学校 芦原会館静岡県東部支部

富岡　竜之介 とみおか　りゅうのすけ中学男子55kg未満 153 47 伊東市立南中学校 芦原会館静岡県東部支部

8

寺田　伊吹 てらだ　いぶき 幼年男子 120 34 芦原会館千葉大宮支部

斉藤　晴 さいとう　はる 小学2年男子 128 23 芦原会館千葉大宮支部

辻　浩優 つじ　ひろまさ 小学3年男子29kg未満 128 28.9 芦原会館千葉大宮支部

松原　樹 まつばら　いつき 小学6年男子43kg以上 156 54 芦原会館千葉大宮支部

斉藤　空 さいとう　そら 小学6年男子43kg未満 142 33 芦原会館千葉大宮支部

松原　瑠香 まつばら　るか 小学2年女子 122 25 芦原会館千葉大宮支部

崎山　翔 さきやま　しょう 中学男子45kg未満 156 44 千葉県旭市立海上中学校 芦原会館千葉大宮支部

斉藤　玲央 さいとう　れお 中学男子55kg未満 168 55 千葉市立大宮中学校 芦原会館千葉大宮支部

4

相楽　匠皇 さがら　たくみ 小学4年男子32kg未満 126 26 芦原会館福島南支部

古川　翔成 ふるかわ　しょうせい 中学男子55kg未満 158 48 須賀川市立岩瀬中学校 芦原会館福島南支部

相楽　澪空 さがら　しずく 高校女子50kg未満 148 43 尚志高等学校 芦原会館福島南支部

相澤　旦暉 あいざわ　あさき 高校男子70kg以上 177 80 福島県立岩瀬農業高校 芦原会館福島南支部

3

佐藤　葉 さとう　よう 小学4年男子32kg未満 133 29.5 一光会館

成田　彩人 なりた　あやと 小学5年男子37kg未満 137 30 一光会館

佐藤　翔 さとう　かける 中学男子45kg未満 164 44.9 大阪府立　久米田中学校 一光会館

1

坂東　龍之介 ばんどう りゅうのすけ 小学4年男子32kg以上 136 38 韓道場

12

門馬　凜志 もんま　りんじ 小学2年男子 125 25 義和流拳法

江川　真祐 えがわ　まひろ 小学2年男子 121 23 義和流拳法

鈴江　隼登 すずえ　はやと 小学3年男子29kg未満 125 24 義和流拳法

谷口　一哉 たにぐち　かずや 小学3年男子29kg以上 138 41 義和流拳法

河口　陽向 かわぐち　ひなた 小学4年男子32kg未満 135 30 義和流拳法

門馬　澄斗 もんま　きよと 小学5年男子37kg未満 142 33 義和流拳法

安田　雄飛 やすだ　ゆうひ 小学5年男子37kg未満 143 32 義和流拳法

橋本　藍斗 はしもと　あいと 小学6年男子43kg未満 141 36 義和流拳法

安田　四季 やすだ　しき 小学2年女子 130 24 義和流拳法

大久保　カエラ おおくぼ　かえら 小学5年女子37kg未満 148 28 義和流拳法

丸山　将悟 まるやま　しょうご 中学男子55kg未満 158 50 草加市立谷塚中学校 義和流拳法

榊原　朋毅 さかきばら　ともき 中学男子55kg未満 165 52.5 草加市立瀬崎中学校 義和流拳法

流心館

烈拳會

葵塾

芦原会館伊予支部

芦原会館静岡県東部支部

芦原会館千葉大宮支部

芦原会館福島南支部

一光会館

韓道場

義和流拳法
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13

冨山　莉王 とみやま　りお 幼児男子 114 23 吉田塾

山下　颯志郎 やました　そうしろう 小学1年男子 118 21 吉田塾

佐藤　航太 さとう　こうた 小学2年男子 124 25 吉田塾

山下　琥太郎 やました　こたろう 小学2年男子 128 24 吉田塾

冨山　未来斗 とみやま　みくと 小学3年男子29kg未満 120 25 吉田塾

柴田　英志 しばた　えいじ 小学3年男子29kg未満 133 27 吉田塾

金岡　陽大 かねおか　ようた 小学6年男子43kg以上 155 46 吉田塾

今関　龍太 いませき　りゅうた 小学5年男子37kg未満 140 33 吉田塾

本田　夏 ほんだ　なつ 小学1年女子 119 27 吉田塾

今関　玲亜 いませき　れいあ 小学3年女子 134 33 吉田塾

吉田　優輝 よしだ　ゆうき 小学6年女子43kg未満 150 42 吉田塾

一瀨　眞尋 いちのせ　まひろ 中学女子45kg未満 150 42 川崎市立南河原中学校 吉田塾

一瀨　優健 いちのせ　ゆうけん 高校男子60kg未満 169 50 川崎市立総合科学高等学校 吉田塾

9

中川　翔稀 なかがわ　しょうき 幼児男子 105 17 極真会館坂本派金町道場

佐藤　海璃 さとう　かいり 小学1年男子 121 21 極真会館坂本派金町道場

山本　貫太 やまもと　かんた 小学2年男子 130 26 極真会館坂本派金町道場

和工田　凌駕 わくた　りょうが 小学2年男子 125 27 極真会館坂本派金町道場

佐藤　龍仁 さとう　りゅうじん 小学4年男子32kg未満 128 27 極真会館坂本派金町道場

矢口　青空 やぐち　あおぞら 小学5年男子37kg未満 131 26 極真会館坂本派金町道場

中川　眞仁 なかがわ　まなと 小学6年男子43kg未満 146 38 極真会館坂本派金町道場

中川　琴心 なかがわ　ことみ 小学2年女子 129 25 極真会館坂本派金町道場

渡邊　朱莉 わたなべ　あかり 小学6年女子43kg未満 149 39 極真会館坂本派金町道場

5

上岡　遙人 かみおか　はると 小学2年男子 134 27.5 極真会館坂本派栃木支部大平道場

荒川　琉人 あらかわ　りゅうと 小学3年男子29kg未満 129 27.5 極真会館坂本派栃木支部大平道場

富田　雄介 とみた　ゆうすけ 小学3年男子29kg未満 122 21 極真会館坂本派栃木支部大平道場

岩崎　純菜 いわさき　じゅんな 小学3年女子 131 25 極真会館坂本派栃木支部大平道場

岩崎　実莉 いわさき　みのり 中学女子55kg以上 161 57 佐野高等学校付属中学校 極真会館坂本派栃木支部大平道場

1

松下　武蔵 まつした　むさし 小学5年男子37kg以上 154 42 極真会館神奈川県井上道場

1

藤野　姫安 ふじの　びあん 小学1年女子 118 21 極真会館石川県竹吉道場

3

山中　一成 やまなか　いっせい 小学3年男子29kg以上 130 31 極真会館東京都佐藤道場

清水　皓大 しみず　こうた 小学5年男子37kg未満 133 31 極真会館東京都佐藤道場

清水　銘子 しみず　めいこ 中学女子45kg未満 148 41.5 新座市立第６中学校 極真会館東京都佐藤道場

5

片岡　竜馬 かたおか　りょうま 小学3年男子29kg未満 130 27 極真会館浜井派愛知石川道場

犬飼　杏心 いぬかい　あこ 小学4年女子32kg未満 133 29 極真会館浜井派愛知石川道場

平原　奏 ひらばる　かな 小学5年女子37kg未満 135 34 極真会館浜井派愛知石川道場

片岡　風香 かたおか　ふうか 小学6年女子43kg未満 148 42 極真会館浜井派愛知石川道場

平原　澪 ひらばる　みお 中学女子55kg以上 159 55 大府市立西中学校 極真会館浜井派愛知石川道場

1

田代　賢晟 たしろ　けんせい 小学3年男子29kg未満 129 27 極真会館浜井派千葉支部根本道場

3

八木　渚 やぎ　なぎさ 小学3年女子 123 24 極真会館浜井派中島道場

山瀬　茉緒 やませ　まお 小学6年女子43kg未満 140 32 極真会館浜井派中島道場

八木　大河 やぎ　たいが 中学男子45kg未満 150 44 福井市立清水中学校 極真会館浜井派中島道場

1

真田　美桜 さなだ　みお 小学5年女子37kg未満 149 36 極真会館浜井派鶴来支部

7

荒井　陽洋 あらい　はるひろ 小学4年男子32kg未満 140 31 極真会館木村道場

花香 琢磨 はなか　たくま 小学4年男子32kg以上 143 42 極真会館木村道場

池田　拓歩 いけだ　たくみ 小学4年男子32kg以上 140 33 極真会館木村道場

佐久間　大翔 さくま　ひろと 小学5年男子37kg未満 145 31 極真会館木村道場

野崎　凛太 のざき　りんた 小学5年男子37kg以上 144 37 極真会館木村道場

浅古　妃美香 あさこ　ひみか 中学女子45kg未満 153 44 草加市立草加中学校 極真会館木村道場

森橋　知広 もりはし　ちひろ 中学男子55kg未満 168 53 城北埼玉中学校 極真会館木村道場

3

池田　琉希斗 いけだ　るきと 小学2年男子 132 26 極真空手清武会

桜井　奏輔 さくらい　そうすけ 小学2年男子 120 23 極真空手清武会

田中　大地 たなか　だいち 小学3年男子29kg未満 126 23 極真空手清武会

極真会館坂本派栃木支部大平道場

極真会館神奈川県井上道場

極真会館石川県竹吉道場

極真会館東京都佐藤道場

極真会館浜井派愛知石川道場

極真会館浜井派千葉支部根本道場

吉田塾

極真会館坂本派金町道場

極真会館浜井派中島道場

極真会館浜井派鶴来支部

極真会館木村道場

極真空手清武会



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

2

川野　正太朗 かわの　しょうたろう 幼児男子 113 21 極真坂本栃木真岡道場

上野　耀子 うえの　ようこ 中学女子55kg以上 161 63 市貝町立市貝中学校 極真坂本栃木真岡道場

13

廣田　聖太 ひろた　しょうた 小学3年男子29kg未満 132 26 空手道MAC横浜中山支部

平中　悠之介 ひらなか　ゆうのすけ 小学3年男子29kg以上 134 31 空手道MAC横浜中山支部

平中　滉蔵 ひらなか　こうぞう 小学4年男子32kg未満 142 31.9 空手道MAC横浜中山支部

山地　進太郎 やまじ　しんたろう 小学5年男子37kg未満 138 33 空手道MAC横浜中山支部

松田　健伸 まつだ　けんしん 小学6年男子43kg未満 140 31 空手道MAC横浜中山支部

蔀　和真 しとみ　かずま 小学6年男子43kg未満 147 37.3 空手道MAC横浜中山支部

渡貫　夏 わたぬき　なつ 小学5年女子37kg未満 145 31 空手道MAC横浜中山支部

吉村　香春 よしむら　こはる 小学5年女子37kg以上 143 44 空手道MAC横浜中山支部

渡貫　沙耶 わたぬき　さや 中学女子45kg未満 155 44.5 横浜市立中山中学校 空手道MAC横浜中山支部

原　駿 はら　しゅん 中学男子45kg未満 150 44 中央大学付属横浜中学校 空手道MAC横浜中山支部

福田　汐音 ふくだ　しおん 中学男子55kg未満 163 48 日本大学中学校 空手道MAC横浜中山支部

武藤　研士郎 むとう　けんしろう 中学男子55kg未満 161 52 横浜市立中山中学校 空手道MAC横浜中山支部

遠藤　望歌 えんどう　のどか 高校女子57kg未満 157 56.7 私立白鵬女子高校 空手道MAC横浜中山支部

6

飯野　蕾和 いいの　らいと 小学2年男子 121 21 空手道MAC横浜仲町台支部

滝嶋　研 たきしま　けん 小学4年男子32kg未満 145 31.4 空手道MAC横浜仲町台支部

森　亮斗 もり　りょうと 小学6年男子43kg以上 149 44 空手道MAC横浜仲町台支部

角　愛梨 すみ　あいり 小学4年女子32kg未満 143 29 空手道MAC横浜仲町台支部

浅沼　華南 あさぬま　はな 小学5年女子37kg以上 150 39 空手道MAC横浜仲町台支部

桑原　朱暁希 くわばら　あかつき 中学女子55kg未満 148 50 横浜市立早渕中学校 空手道MAC横浜仲町台支部

6

露木　知義 つゆき　ともよし 小学1年男子 118 19 空手道MAC宮前平道場

髙野　悠杏 たかの　ゆあん 小学2年男子 113.5 21 空手道MAC宮前平道場

和田　勇人 わだ　はやと 小学5年男子37kg未満 140 34 空手道MAC宮前平道場

真下　ひなた ましも　ひなた 小学6年男子43kg未満 140 31 空手道MAC宮前平道場

阿部　綾介 あべ　りょうすけ 小学6年男子43kg未満 141 33 空手道MAC宮前平道場

堀田　竜也 ほりた　りょうや 小学6年男子43kg未満 147 38 空手道MAC宮前平道場

5

菅原　巧夢 すがわら　たくむ 小学2年男子 123 25 空手道MAC江戸川支部

飯田　大惺 いいだ　たいせい 小学5年男子37kg以上 148 47 空手道MAC江戸川支部

文岩　義生 ふみいわ　よしき 小学5年男子37kg以上 148 40 空手道MAC江戸川支部

菅原　健丞 すがわら　けんすけ 小学6年男子43kg未満 142 34 空手道MAC江戸川支部

菅原　なつ すがわら　なつ 小学5年女子37kg以上 148 38 空手道MAC江戸川支部

2

丸野　美優 まるの　みゆ 中学女子55kg未満 155 53 奈良市立三笠中学校 空手道MAC奈良支部

大西　成 おおにし　じょう 高校男子70kg以上 177 96 奈良県立二階堂高等学校 空手道MAC奈良支部

17

平川　大夢 ひらかわ　ひろむ 幼児男子 111 21 空手道MAC本部

竹下　航平 たけした　こうへい 小学2年男子 129 28 空手道MAC本部

金子　琥太朗 かねこ　こたろう 小学2年男子 132 28 空手道MAC本部

平川　大希 ひらかわ　だいき 小学3年男子29kg以上 130 30 空手道MAC本部

根上　尚大 ねがみ　しょうだい 小学4年男子32kg未満 143 31 空手道MAC本部

齋藤　秀真 さいとう　しゅうま 小学4年男子32kg未満 136 30 空手道MAC本部

嶋田　滉大 しまだ　こうた 小学4年男子32kg未満 131 28 空手道MAC本部

野﨑　丈虎 のざき　たけとら 小学4年男子32kg以上 138 39 空手道MAC本部

加藤　悠大 かとう　ゆうだい 小学5年男子37kg未満 137 34 空手道MAC本部

内村　文志郎 うちむら　ぶんしろう 小学5年男子37kg未満 139 30 空手道MAC本部

尾場　晴太 おば　はるた 小学5年男子37kg以上 148 50 空手道MAC本部

平川　翔大 ひらかわ　しょうた 小学6年男子43kg未満 150 40 空手道MAC本部

尾場　心彩 おば　こいろ 小学1年女子 118 20 空手道MAC本部

溝上　華 みぞがみ　はな 小学5年女子37kg未満 138 34 空手道MAC本部

溝上　凜 みぞがみ　りん 中学男子55kg未満 158 45 横浜市立茅ヶ崎中学校 空手道MAC本部

中山　圭 なかやま　けい 中学男子65kg未満 169 64 横浜市立中川西中学校 空手道MAC本部

大久保　敦貴 おおくぼ　だいき 高校男子70kg以上 172 75 神奈川県立白山高等学校 空手道MAC本部

1

久保井　和希 くぼいかずき 小学3年男子29kg未満 126.5 26.5 空手道護心会

1

田中　智士 たなか　さとし 小学1年男子 112 20 空手道桜心会

空手道MAC横浜仲町台支部

空手道MAC宮前平道場

空手道MAC江戸川支部

空手道MAC奈良支部

空手道MAC本部

空手道護心会

極真坂本栃木真岡道場

空手道MAC横浜中山支部

空手道桜心会



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

4

中野　徹心 なかの　てっしん 小学4年男子32kg以上 146 43 空手道相模原鈴木道場

荒井　完太 あらい　かんた 小学5年男子37kg未満 127 26 空手道相模原鈴木道場

伊藤　奈穂 いとう　なほ 小学5年女子37kg以上 148 38 空手道相模原鈴木道場

渡辺　美月 わたなべ　みづき 小学6年女子43kg未満 144.7 41 空手道相模原鈴木道場

22

渋谷　優河 しぶや　ゆうが 幼児男子 120 21 空手道無限勇進会

坂間　陽桐 さかま　はると 幼児男子 120.5 22.5 空手道無限勇進会

石栗　翼 いしぐり　つばさ 小学1年男子 112 22.5 空手道無限勇進会

中野　琉聖 ナカノ　リュウセイ 小学1年男子 119 21 空手道無限勇進会

長谷川　凰星 はせがわ　こうせい 小学1年男子 125 26 空手道無限勇進会

原島　丞維 はらしま　じょうい 小学2年男子 130 27 空手道無限勇進会

江口　幸太 えぐち　こうた 小学2年男子 121 21 空手道無限勇進会

高村　子浩 たかむら　こひろ 小学2年男子 127 24 空手道無限勇進会

鵜澤　隼世 うざわ　はやせ 小学3年男子29kg以上 131 31 空手道無限勇進会

鵜沢　麻彦 うざわ　あさひこ 小学4年男子32kg以上 134 35 空手道無限勇進会

大場　孔揮 おおば　こうき 小学4年男子32kg以上 141 43 空手道無限勇進会

石橋　明季 いしばし　はるき 小学6年男子43kg以上 152 42.5 空手道無限勇進会

石井　大翔 いしい　やまと 小学6年男子43kg以上 152 50 空手道無限勇進会

佐瀬　慎之介 させ　しんのすけ 小学6年男子43kg以上 161 51 空手道無限勇進会

大木　聖和 おおぎ　まさと 小学5年男子37kg未満 143 31 空手道無限勇進会

坂間　柊空 さかま　しゅう 小学5年男子37kg未満 138 31 空手道無限勇進会

江口　勇太 えぐち　ゆうた 小学6年男子43kg未満 140 32 空手道無限勇進会

鵜澤　帆波 うざわ　ほなみ 小学1年女子 116 21 空手道無限勇進会

小川　瑞樹 おがわ　みずき 小学4年女子32kg以上 144 39 空手道無限勇進会

鵜沢　向日葵 うざわ　ひまわり 小学4年女子32kg以上 142 41 空手道無限勇進会

鵜澤　美波 うざわ　みなみ 中学女子55kg未満 150 48 東金市立東金中学校 空手道無限勇進会

小林　勇雅 こばやし　ゆうが 中学男子65kg未満 167 61 東金市立東金中学校 空手道無限勇進会

1

上田彪人 うえだ　あやと 小学3年男子29kg未満 130 25 空手道餅田道場

1

荒井　実夏 あらい　みなつ 中学女子45kg未満 153 43 横浜市立鴨志田中学校 月心会宗家本部

4

入口　将汰 いりぐち　しょうた 小学1年男子 123 28 拳友会中山道場

三木　寛太 みき　かんた 小学2年男子 130 26 拳友会中山道場

三木　快斗 みき　かいと 小学6年男子43kg未満 138 38 拳友会中山道場

東郷　美優 とうごう　みゆ 小学1年女子 124 22 拳友会中山道場

8

藤森　玲次 ふじもり　れいじ 小学3年男子29kg以上 140 36 光誠会

澤井　駿介 さわい　しゅんすけ 小学4年男子32kg以上 140 42 光誠会

岩本　愛叶 いわもと　まかな 小学6年男子43kg以上 140 50.3 光誠会

武田　力 たけだ　ちから 小学6年男子43kg以上 162 70 光誠会

上　神楽 うえ　かぐら 小学6年男子43kg以上 157 49 光誠会

澤井　藏太 さわい　そうた 小学5年男子37kg未満 143 36.9 光誠会

秦　涼介 はた　りょうすけ 小学5年男子37kg以上 154 46 光誠会

金城　聖昌 きんじょう　せいしょう小学5年男子37kg以上 154 45 光誠会

3

大西　泰地 おおにし　たいち 小学3年男子29kg未満 128 26.5 光武会館

西田　雄登 にしだ　ゆうと 小学6年男子43kg以上 163 56 光武会館

西田　玲那 にしだ　れな 小学3年女子 132 24.5 光武会館

1

伊藤　竜之介 いとう　りゅうのすけ 小学4年男子32kg以上 144 45 佐藤塾本部

光誠会

光武会館

佐藤塾本部

空手道相模原鈴木道場

空手道無限勇進会

空手道餅田道場

月心会宗家本部

拳友会中山道場



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

79

竹永　龍也 たけなが　りゅうや 幼児男子 122 26 桜塾

柳田　凌央 やなぎだ　りょお 幼児男子 119.5 22 桜塾

鷲見　琉斗 すみ　るいと 幼児男子 105 19 桜塾

森田　隆太 もりた　りゅうた 小学1年男子 127 37 桜塾

竹下　愛之佑 たけした　あいのすけ 小学1年男子 122 24.5 桜塾

小島　澪 こじま　れい 小学1年男子 124 27 桜塾

夏目　玲皇 なつめ　れお 小学1年男子 116 22.5 桜塾

稲石　夢斗 いないし　ゆめと 小学1年男子 118 25 桜塾

橋本　光太郎 はしもと　こうたろう 小学2年男子 125 25 桜塾

鈴木　陽太 すずき　ひなた 小学2年男子 126 25.5 桜塾

吉田　来琉 よしだ　らいる 小学2年男子 125 23.2 桜塾

辻　獅童 つじ　しどう 小学2年男子 121 21 桜塾

鷲見　琉月 すみ　りつき 小学3年男子29kg未満 125 26 桜塾

斉藤　俊介 さいとう　しゅんすけ 小学3年男子29kg未満 134 28 桜塾

日比　琉聖 ひび　りゅうせい 小学3年男子29kg未満 122 24.5 桜塾

松田　流誠 まつだ　りゅうせい 小学3年男子29kg以上 135 35 桜塾

中村　亮介 なかむら　りょうすけ 小学4年男子32kg未満 137 29 桜塾

山浦　唯翔 やまうら　ゆいと 小学4年男子32kg未満 138 29 桜塾

稲石　愛斗 いないし　あいと 小学4年男子32kg未満 123 23 桜塾

平岩　克悠 ひらいわ　かつゆう 小学4年男子32kg未満 133 29.5 桜塾

渡辺　壱盛 わたなべ　いっせい 小学4年男子32kg未満 131 28 桜塾

野津　和希 のず　かずき 小学4年男子32kg未満 132 30 桜塾

八田　銀琉 はった　ぎんりゅう 小学4年男子32kg未満 139 31.9 桜塾

鈴木　爽太 すずき　そうた 小学4年男子32kg未満 138 28.5 桜塾

梶村　充城 かじむら　みつき 小学4年男子32kg未満 136 29 桜塾

松本　晃太郎 まつもと　こうたろう 小学4年男子32kg未満 127 28 桜塾

林　諒芽 はやし　りょうが 小学4年男子32kg以上 143 33 桜塾

近藤　聖瑠 こんどう　さとる 小学4年男子32kg以上 145 37 桜塾

若林　脩 わかばやし　しゅう 小学6年男子43kg以上 155 50 桜塾

渡辺　有生 わたなべ　ゆうせい 小学6年男子43kg以上 166.7 60 桜塾

氏原　陸登 うじはら　りくと 小学5年男子37kg未満 142 33.9 桜塾

久保　飛翔 くぼ　ひかる 小学5年男子37kg未満 134 30 桜塾

丸本　聖恩 まるもと　しおん 小学5年男子37kg未満 135 27 桜塾

坂井　翔太 さかい　しょうた 小学5年男子37kg以上 156 70 桜塾

森田　勇助 もりた　ゆうすけ 小学5年男子37kg以上 147 55 桜塾

西川　剣翔 にしかわ　けんと 小学5年男子37kg以上 154 53 桜塾

三家　龍之介 みつや　りゅうのすけ 小学6年男子43kg未満 149 39.5 桜塾

山田　青椰 やまだ　せいや 小学6年男子43kg未満 150 42 桜塾

梶村　来希 かじむら　らいき 小学6年男子43kg未満 140 34 桜塾

鈴木　佑多 すずき　ゆた 小学6年男子43kg未満 140 33 桜塾

岩永　勝亮 いわなが　しょうすけ 小学6年男子43kg未満 147 38 桜塾

中村　圭吾 なかむら　けいご 小学6年男子43kg未満 145 37 桜塾

渡邉　裕斗 わたなべ　ゆうと 小学6年男子43kg未満 145 39.9 桜塾

嶋　章伍 しま　しょうご 小学6年男子43kg未満 157 39.5 桜塾

大嶽　英雅 おおだけ　ひでまさ 小学6年男子43kg未満 150 39 桜塾

松本　涼太郎 まつもと　りょうたろう小学6年男子43kg未満 135 34 桜塾

鈴木　萌唯 すずき　めい 幼児女子 118.5 20 桜塾

夏目　玲菜 なつめ　れな 小学1年女子 113 21 桜塾

丸本　依央奈 まるもと　いおな 小学1年女子 121 21 桜塾

森岡　紗里 もりおか　せり 小学1年女子 112 18 桜塾

鷲見　琉那 すみ　るな 小学1年女子 115 22 桜塾

吉田　利々菜 よしだ　りりな 小学1年女子 123 26 桜塾

渡邉　藍 わたなべ　あい 小学1年女子 115 21 桜塾

髙橋　苺愛 たかはし　まいあ 小学2年女子 124 23 桜塾

岩永　唯伽 いわなが　ゆいか 小学3年女子 135 26 桜塾

竹永　美渚 たけなが　みお 小学3年女子 137 37 桜塾

清水　由埜 しみず　ゆの 小学4年女子32kg未満 130 25 桜塾

吉田　乃ノ華 よしだ　ののは 小学4年女子32kg未満 128 26 桜塾

吉田　菜乃 よしだ　なの 小学4年女子32kg未満 133 28.5 桜塾

松下　芹 まつした　せり 小学4年女子32kg未満 132 31.5 桜塾

河合　珠希 かわい　たまき 小学5年女子37kg以上 146 41 桜塾

森岡　彩来 もりおか　さき 小学6年女子43kg未満 145 32 桜塾

平岩　明玲 ひらいわ　みんり 小学6年女子43kg未満 146 30 桜塾

小林　由依菜 こばやし　ゆいな 小学6年女子43kg以上 162 63 桜塾

桜塾



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

山﨑　星蘭 やまざき　きら 小学6年女子43kg以上 158 45 桜塾

中島　遥 なかしま　はるか 中学女子45kg未満 152 44 岐阜県羽島市立羽島中学校 桜塾

平岩　希彩 ひらいわ　きさ 中学女子45kg未満 153 37 滋賀県東近江市立玉園中学校 桜塾

市來　葵士 いちき　あおし 中学男子45kg未満 155 44 甲賀市立信楽中学校 桜塾

安井　颯一 やすい　そういち 中学男子45kg未満 152 42 豊川市立一宮中学校 桜塾

斉藤　優祐 さいとう　ゆうすけ 中学男子45kg未満 154 43 蒲郡中学校 桜塾

野津　鷹也 のず　たかや 中学男子45kg未満 154 44.8 岐阜県瑞穂市立巣南中学校 桜塾

森岡　翔 もりおか　しょう 中学男子45kg未満 158 42 浜松市立開成中学校 桜塾

宮川　陽向 みやがわ　ひなた 中学男子45kg未満 141 32 京都市立山科中学校 桜塾

竹尾　颯天 たけお　はやて 中学男子45kg未満 156 44.5 蒲郡市立中部中学校 桜塾

髙橋　海人 たかはし　かいと 中学男子55kg未満 169 53 浜松三方原中学校 桜塾

髙橋　大空 たかはし　そら 中学男子55kg未満 163 47 浜松三方原中学校 桜塾

河合　志英 かわい　ゆきひで 中学男子55kg未満 165 54 豊橋市立本郷中学校 桜塾

松下　廉 まつした　れん 中学男子55kg未満 162 53 岡崎市立額田中学校 桜塾

宮川　岳大 みやがわ　たけひろ　 高校男子60kg未満 165 59 京都寛学館高等学校 桜塾

4

大野　蒼空 おおの　あおと 小学2年男子 125 25 桜琳塾

五十嵐　陸 いがらし　りく 小学2年男子 126 31 桜琳塾

松本　歩大 まつもと　あお 小学2年男子 130 32 桜琳塾

大野　優心　 おおの　ひろと 小学4年男子32kg以上 138 34 桜琳塾

1

古川　幸輝 ふるかわ　こうき 小学3年男子29kg未満 132 27 七州会乙部ヶ丘支部

2

野崎　泰生 のざき　たいせい 小学3年男子29kg以上 135 35 七州会広田支部

野崎　祐生 のざき　ゆうせい 小学4年男子32kg未満 135 30 七州会広田支部

1

齋藤　桜舞 さいとう　おおま 小学4年男子32kg以上 141 40 柔真流空手塾同志会

3

外川朝陽 そとかわあさひ 小学3年男子29kg未満 124 28 小比類巻道場弘前支部

福士菜乃羽 ふくしなのは 小学6年女子43kg以上 161 54 小比類巻道場弘前支部

金橋莉来 かねはしりく 中学女子45kg未満 153 44 青森県弘前市立第五中学校 小比類巻道場弘前支部

4

渡邊　晴太 わたなべ　はるた 小学3年男子29kg未満 125 27 心温塾

堀本　祐惺 ほりもと　ゆうせい 小学3年男子29kg以上 132 32 心温塾

堀本　穂稀 ほりもと　ほまれ 小学1年女子 118 26 心温塾

佐藤　愛夏 さとう　まなか 小学4年女子32kg未満 133 29.5 心温塾

2

中村　翔真 なかむら　しょうま 小学5年男子37kg未満 138 32 新格闘技柔空手新誠會

野嶋　琉生 のじま　るい 小学6年男子43kg未満 141 38 新格闘技柔空手新誠會

8

物江　恭太朗 ものえ　きょうたろう 小学2年男子 125 25 新格闘術五十嵐道場

秋田　竜之介 あきた　りゅうのすけ 小学6年男子43kg未満 144 33 新格闘術五十嵐道場

荒明　央葵 あらあけ　ひさき 小学3年女子 131 27 新格闘術五十嵐道場

豊﨑　姫衣沙 とよさき　めいさ 小学3年女子 125 25 新格闘術五十嵐道場

物江　凛 ものえ　りん 小学4年女子32kg以上 145 41 新格闘術五十嵐道場

秋田　梨沙 あきた　りさ 中学女子55kg未満 158 51 会津若松市立第一中学校 新格闘術五十嵐道場

小嵜　太陽 こざき　たいよう 中学男子65kg未満 160 63 会津若松市立第四中学校 新格闘術五十嵐道場

秋田　梨織 あきた　りお 高校女子57kg未満 159 52 福島県立会津高等学校 新格闘術五十嵐道場

3

宮之原　昌哉 ミヤノハラ　マサヤ 小学5年男子37kg未満 144 33 新極真会神奈川東横浜支部木元道場

宮之原　純伶 ミヤノハラ　スミレ 中学女子45kg未満 157 45 横浜市立岡村中学校 新極真会神奈川東横浜支部木元道場

宮之原　隆志 ミヤノハラ　タカシ 中学男子45kg未満 147 36 横浜市立岡村中学校 新極真会神奈川東横浜支部木元道場

2

長野　夏美 ながの　なつみ 中学女子45kg未満 150 42 名古屋市立日比野中学校 新日本空手道空心塾熱田支部

兼岩　礼奈 かねいわ　れな 中学女子55kg未満 153 45.5 名古屋市立昭和橋中学校 新日本空手道空心塾熱田支部

4

山川　慧大 やまかわ　けいた 小学4年男子32kg未満 130 31 真誠塾

佐竹　爽楽 さたけ　そら 小学4年男子32kg未満 145 30 真誠塾

小川　翔央 おがわ　とあ 小学6年男子43kg以上 156 45 真誠塾

石川　笑心太 いしかわ　にこた 小学6年男子43kg未満 133 33 真誠塾

3

藤澤　空彌 ふじさわ　そらや 小学2年男子 120 20 神谷塾

藤澤　周彌 ふじさわ　しゅうや 中学男子55kg未満 151 47 可児市立広陵中学校 神谷塾

神谷　定 かみや　じょう 高校男子70kg未満 165 65 岐阜県立八百津高等学校 神谷塾

桜琳塾

七州会乙部ヶ丘支部

新極真会神奈川東横浜支部木元道場

新日本空手道空心塾熱田支部

真誠塾

神谷塾

七州会広田支部

柔真流空手塾同志会

小比類巻道場弘前支部

心温塾

新格闘技柔空手新誠會

新格闘術五十嵐道場



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

7

山形　向日葵 やまがた　ひまり 高校女子57kg未満 160 55 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

西連寺　志龍 さいれんじ　しりゅう 高校男子60kg未満 165 55 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

宮部　琉多 みやべ　るた 高校男子60kg未満 168 59 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

内藤　雅文 ないとう　まさふみ 高校男子60kg未満 166 58 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

渡邉　裕太 わたなべ　ゆうた 高校男子60kg未満 168 55 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

佐久間　日向 さくま　ひゅうが 高校男子70kg未満 176 66 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

玉井　登和 たまい　とうわ 高校男子70kg以上 176 75 水戸啓明高等学校 水戸啓明高等学校空手道部

1

蠣崎　莉匡 かきざき　りお 小学4年男子32kg未満 130 29 水滸会無限塾

4

宗片　博太郎 むねかた　ひろたろう 中学男子55kg未満 166 54.5 札幌市立南が丘中学校 水滸會丈夫塾

佐久間　健全 さくま　たけはる 高校男子60kg未満 165 57 東海大学付属札幌高等学校 水滸會丈夫塾

髙倉　琉斗 たかくら　りゅうと 高校男子60kg未満 171 58 北海道札幌工業高等学校 水滸會丈夫塾

中村　聖矢 なかむら　せいや 高校男子60kg未満 164 59 北海道新十津川農業高等学校 水滸會丈夫塾

2

松田　留禾 まつだ　るか 幼児女子 126 30 世界総極真埼玉橋本道場

松田　理央 まつだ　りお 小学4年女子32kg以上 146 45 世界総極真埼玉橋本道場

2

諏訪本　わかな すわもと　わかな 小学5年女子37kg以上 133 49 世界総極真釘嶋道場

飯田　拓彦 いいだ　たくひこ 中学男子65kg以上 170 104 厚木市立玉川中学校 世界総極真釘嶋道場

2

山内　竜徳 やまうち　りゅうとく 小学3年男子29kg以上 141 38 世界闘英館空手道

森重　ひより もりしげ　ひより 小学5年女子37kg未満 144 36 世界闘英館空手道

1

下野美桜 しもの　みお 幼児女子 116 23.2 星和会館

21

市川　陽太 いちかわ　ひなた 小学1年男子 126 26 正伝流空手道中村道場

安達　大翔 あだち　つばさ 小学1年男子 118 18 正伝流空手道中村道場

松山　澪 まつやま　れい 小学3年男子29kg未満 138 28 正伝流空手道中村道場

村田　望 むらた　のぞむ 小学3年男子29kg以上 147 42 正伝流空手道中村道場

鶴岡　太一朗 つるおか　たいちろう 小学3年男子29kg以上 138 31 正伝流空手道中村道場

川上　大輝 かわかみ　だいき 小学4年男子32kg以上 142 33 正伝流空手道中村道場

丹羽　晴久 にわ　はるひさ 小学5年男子37kg未満 142 33 正伝流空手道中村道場

須藤　泰冴 すとう　たいご 小学5年男子37kg以上 157 63 正伝流空手道中村道場

松山　夢 まつやま　あゆむ 小学5年男子37kg以上 148 42 正伝流空手道中村道場

髙城　流輝哉 たかしろ　るきや 小学6年男子43kg未満 137 27 正伝流空手道中村道場

内藤　茉凛 ないとう　まつり 小学1年女子 121 23 正伝流空手道中村道場

村山　愛真 むらやま　えま 小学2年女子 116 18 正伝流空手道中村道場

桑折　美桜 こおり　みお 小学4年女子32kg未満 135 29 正伝流空手道中村道場

松尾　茄南 まつお　かなみ 小学4年女子32kg未満 135 26 正伝流空手道中村道場

安達　早希 あだち　さや 小学5年女子37kg未満 145 35 正伝流空手道中村道場

三上　千晴 みかみ　ちはる 小学5年女子37kg以上 154 45 正伝流空手道中村道場

松尾　侑音 まつお　ゆうの 小学6年女子43kg未満 150 37 正伝流空手道中村道場

安徳　優里奈 あんとく　ゆりな 中学女子55kg未満 154 50 稲城市立稲城第二中学校 正伝流空手道中村道場

松尾　采茜 まつお　あやね 中学女子55kg未満 153 45 稲城市立稲城第二中学校 正伝流空手道中村道場

安徳　花織里 あんとく　かおり 中学女子55kg未満 150 50 稲城市立稲城第二中学校 正伝流空手道中村道場

髙城　夏那汰 たかしろ　かなた 中学男子55kg未満 160 53 哉程中学校 正伝流空手道中村道場

1

渡邉　大徳 わたなべ　ひろのり 小学3年男子29kg未満 128 25.5 聖武会館

2

鴫野　丈 しぎの　じょう 幼児男子 114 20.5 誠流塾

鴫野　駿 しぎの　しゅん 小学4年男子32kg以上 136 34 誠流塾

4

酒井陽向 さかい　ひなた 幼児男子 111 19.5 全日本空手道立志会

斉藤航樹 さいとう　こうき 小学1年男子 117 23 全日本空手道立志会

本杉一颯 もとすぎ　いっさ 小学2年男子 130 29 全日本空手道立志会

酒井　暖 さかい　はる 小学3年男子29kg以上 134 28 全日本空手道立志会

3

大鹿　倫毅 おおしか　りんき 小学1年男子 125 25 大鹿道場

大鹿　烈毅 おおしか　れつき 小学3年男子29kg以上 128 32 大鹿道場

大鹿　統毅 おおしか　とうき 小学6年男子43kg未満 138 35 大鹿道場

水戸啓明高等学校空手道部

水滸会無限塾

聖武会館

誠流塾

全日本空手道立志会

大鹿道場

水滸會丈夫塾

世界総極真埼玉橋本道場

世界総極真釘嶋道場

世界闘英館空手道

星和会館

正伝流空手道中村道場



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

1

熊谷　律人 くまがい　りつと 小学6年男子43kg未満 140 36 琢磨会

1

竹内　悠敦 たけうち　はると 小学6年男子43kg以上 160 62 竹内道場 

1

髙橋　夏都 たかはし　なつと 小学6年男子43kg以上 153 44 闘真会館

4

打田　武生 うちだ　たつのり 小学4年男子32kg未満 133 30 闘龍會

山本　菜月 やまもと　なつき 小学5年女子37kg未満 137 30 闘龍會

賀久　耀大 がく　ようた 中学男子45kg未満 146 43 刈谷市立雁が音中学校 闘龍會

賀久　泰嗣 がく　たいし 高校男子70kg未満 166 68 愛知県立大府東高等学校 闘龍會

6

田中　晴也 たなか　はるや 小学4年男子32kg未満 130 29 日本空手道 男塾

田中 大翔 たなか　ひろと 小学6年男子43kg未満 151 38 日本空手道 男塾

村瀨　聖瑛 むらせ　しょうえい 中学男子45kg未満 148 43 日本空手道 男塾

平野　貴之 ひらの　たかゆき 中学男子45kg未満 147 38 長久手市立長久手中学校 日本空手道 男塾

山下　駿 やました　しゅん 中学男子65kg未満 173 60 名古屋市立香流中学校 日本空手道 男塾

村瀨　二千華 むらせ　にちか 高校女子57kg未満 150 51 日本空手道 男塾

7

野々垣　駿真 ののがき　しゅんま 幼児男子 120 24 日本伝空手道陪劭流祐心会

中島　悠聖 なかしま　ゆうせい 小学2年男子 125 27.5 日本伝空手道陪劭流祐心会

小原　凌汰 おはら　りょうた 小学3年男子29kg以上 132 37 日本伝空手道陪劭流祐心会

中村　幸之助 なかむら　こうのすけ 小学4年男子32kg未満 140 31.5 日本伝空手道陪劭流祐心会

原　啓人 はら　ひろと 小学4年男子32kg未満 138.5 30 日本伝空手道陪劭流祐心会

赤城　大河 あかぎ　たいが 小学6年男子43kg未満 147 39 日本伝空手道陪劭流祐心会

原　百花 はら　ももか 小学2年女子 125 26.5 日本伝空手道陪劭流祐心会

1

皆本　丈 みなもと　じょう 中学男子55kg未満 152 52.6 大井町立湘光中学校 覇道會舘伊与田道場

2

呉屋　向思 ごや　こうし 小学5年男子37kg以上 141 39 白蓮会館沖縄支部

島袋　浬瑞 しまぶくろ　りいず 小学2年女子 128 30 白蓮会館沖縄支部

4

小野寺　龍亮 おのでら　りゅうすけ 小学3年男子29kg以上 134 29.5 白蓮会館小樽支部

堤　響羽 つつみ　きょう 小学6年男子43kg未満 154 39 白蓮会館小樽支部

小野寺　朱雀奈 おのでら　すざな 小学1年女子 124.5 21 白蓮会館小樽支部

堤　彪羽 つつみ　ひょう 中学男子45kg未満 152 40 小樽市立桜町中学校 白蓮会館小樽支部

5

有吉　優 ありよし　ゆう 小学2年男子 135 30 白蓮会館湘南鎌倉支部

波木井　陽夏 はきい　ひなつ 小学3年男子29kg以上 144 41 白蓮会館湘南鎌倉支部

野見山　嘉瞳 のみやま　かどう 小学3年男子29kg以上 134 30 白蓮会館湘南鎌倉支部

山下　夏海 やました　なつみ 小学5年男子37kg未満 140 33 白蓮会館湘南鎌倉支部

清水　怜央 しみず　れお 小学5年男子37kg以上 151 56 白蓮会館湘南鎌倉支部

2

太田　侑那 おおた　ゆな 小学6年女子43kg未満 145 35 白蓮会館帯広支部

太田　紗椰 おおた　さや 中学女子55kg未満 156 45 帯広市立南町中学校 白蓮会館帯広支部

1

本多  凪智 ほんだ  なち 小学4年男子32kg未満 134 28 武術空手道孝真会

6

矢口　瑛斗 やぐち　えいと 小学1年男子 122 22 武心塾カラテ

馬場　慶都 ばば　けいと 小学1年男子 123 26.5 武心塾カラテ

御代川　昂汰 みよかわ　こうた 小学1年男子 122 22 武心塾カラテ

古庄　佑希 ふるしょう　ゆうき 小学4年男子32kg以上 140 39 武心塾カラテ

藤井　蒼羽 ふじい　そわ 小学2年女子 134 32 武心塾カラテ

赤堀　唯斗 あかぼり　ゆいと 中学男子65kg未満 173 63 寒川町立寒川中学校 武心塾カラテ

8

田中　琉樹 たなか　りゅうき 小学2年男子 124 23.8 武神佐藤道場

相原　悠人 あいばら　ゆうと 小学4年男子32kg未満 127 25 武神佐藤道場

牛田　裕介 うしだ　ゆうすけ 小学4年男子32kg以上 155 40 武神佐藤道場

酒井　偉久 さかい　いく 小学5年男子37kg未満 135 32 武神佐藤道場

中山　睦稀 なかやま　むつき 小学5年男子37kg以上 150 49 武神佐藤道場

野々部　翔大 ののべ　しょうた 小学6年男子43kg未満 142 36 武神佐藤道場

酒井　希羽 さかい　のわ 小学2年女子 121 24 武神佐藤道場

野々部　雄斗 ののべ　ゆうと 中学男子65kg以上 180 72 一宮市立南部中学校 武神佐藤道場

琢磨会

竹内道場 

白蓮会館小樽支部

白蓮会館湘南鎌倉支部

白蓮会館帯広支部

武術空手道孝真会

武心塾カラテ

武神佐藤道場

闘真会館

闘龍會

日本空手道 男塾

日本伝空手道陪劭流祐心会

覇道會舘伊与田道場

白蓮会館沖縄支部



氏　名 ふりがな 階級 身長 体重 学校名 道場名

15

石黒　蒼真 いしぐろ　そうま 小学2年男子 121 24 武立会館

木村　壮志 きむら　そうし 小学3年男子29kg未満 122 22 武立会館

神藏　聖徒 かみくら　きよと 小学6年男子43kg以上 154 60 武立会館

山本　伶勇 やまもと　れおん 小学5年男子37kg未満 137 35.5 武立会館

佐藤　春樹 さとう　はるき 小学5年男子37kg未満 133 34.5 武立会館

村上　悠介 むらかみ　ゆうすけ 小学6年男子43kg未満 150 35 武立会館

谷口　翔輝 たにぐち　しょうき 小学6年男子43kg未満 150 42.5 武立会館

新里　誠光　 にっさと　まさみつ 小学6年男子43kg未満 149 39.8 武立会館

岩尾　小蒔 いわお　こまき 小学3年女子 134 30 武立会館

佐藤　梨奈 さとう　りな 小学6年女子43kg未満 153 42 武立会館

吉岡　つぐみ よしおか　つぐみ 中学女子45kg未満 160 41 町田市立鶴川第二中学校 武立会館

鴨宮　菜々花 かもみや　ななか 中学女子55kg以上 152 57 稲城市立稲城第二中学校 武立会館

岩尾　鉄 いわお　てつ 中学男子55kg未満 174 54.5 稲城市立稲城第二中学校 武立会館

藤山　宣光 ふじやま　のぶみつ 中学男子65kg未満 164 62 川崎市立西生田中学校 武立会館

吉岡　夕馬 よしおか　ゆうま 中学男子65kg未満 166 60 町田市立鶴川第二中学校 武立会館

16

髙見澤　崇翔 たかみさわ　しゅうと 小学1年男子 123 23 北晋寺西道場

藤森　玄毅 ふじもり　げんき 小学3年男子29kg以上 142 44 北晋寺西道場

髙見澤　岳翔 たかみさわ　たけと 小学4年男子32kg以上 140 33 北晋寺西道場

由井　嶺海 ゆい　みなみ 小学5年男子37kg未満 139 32 北晋寺西道場

國分　思穏 こくぶん　しおん 小学5年男子37kg未満 142 36.5 北晋寺西道場

藤森　哉斗 ふじもり　かなと 小学5年男子37kg以上 150 50 北晋寺西道場

由井　園海 ゆい　そのみ 小学4年女子32kg未満 133 28 北晋寺西道場

馬本　真衣 まもと　まい 小学5年女子37kg未満 134 28 北晋寺西道場

藤原　舞愛 ふじはら　まいあ 中学女子55kg未満 149 49.5 北杜市立須玉中学校 北晋寺西道場

内藤　秀吾 ないとう　しゅうご 中学男子45kg未満 150 35.5 北杜市立須玉中学校 北晋寺西道場

髙見澤　陸翔 たかみさわ　りくと 中学男子45kg未満 145 43 川上村立川上中学校 北晋寺西道場

由井　嶽海 ゆい　たけみ 中学男子55kg未満 157 47 川上村立川上中学校 北晋寺西道場

馬本　真吾 まもと　しんご 中学男子55kg未満 167 51 韮崎市立韮崎東中学校 北晋寺西道場

清水　空 しみず　そら 高校女子57kg以上 159 71 山梨県立韮崎高等学校 北晋寺西道場

蔦木　将吾 つたき　しょうご 高校男子60kg未満 165 59.5 北杜市立甲陵高等学校 北晋寺西道場

浅川　凌 あさかわ　りょう 高校男子70kg未満 178 68 山梨県立城西高等学校 北晋寺西道場

2

青山　侑樹 あおやま　ゆうき 小学3年男子29kg未満 130 27 北眞舘

青山　佳樹 あおやま　よしき 小学3年男子29kg未満 130 27 北眞舘

1

石田　虎琉 いしだ　くりゅう 小学3年男子29kg以上 134 33 命武會

5

木下　瑛介 きのしたえ　いすけ 小学1年男子 120 22 優志館

陸 陽茉斗 くが　やまと 小学2年男子 122 22 優志館

柳川　真穂 やながわ　まお 小学4年女子32kg以上 143 33 優志館

山藤　志衣 やまふじ　しい 小学6年女子43kg以上 152 52 優志館

安　晃希 やす　こうき 中学男子65kg以上 158 73 横浜市立岡村中学校 優志館

2

柴林　学 しばばやし　がく 小学4年男子32kg未満 134 28 勇誠会井上道場

藤原　司 ふじはら　つかさ 小学5年男子37kg未満 136 32.5 勇誠会井上道場

2

矢島　功太郎 やじま　こうたろう 小学3年男子29kg未満 125 24 龍拳會青葉台支部

小松　優希 こまつ　ゆうき 小学4年男子32kg以上 139 40 龍拳會青葉台支部

1

矢島 央大 やじま おうた 小学5年男子37kg未満 134 34 龍拳會総本部

7

播磨　佑哉 はりま　ゆうや 小学3年男子29kg未満 130 27 礼心会

三ヶ島　源 みかしま　げん 小学5年男子37kg未満 137 32 礼心会

三ヶ島　なな みかしま　なな 幼児女子 109 19 礼心会

三ヶ島　小夏 みかしま　こなつ 小学3年女子 137 32 礼心会

播磨　亜美 はりま　あみ 小学5年女子37kg未満 142 35 礼心会

三ヶ島　玲奈 みかしま　れな 中学女子45kg未満 160 42 浦安市立堀江中学校 礼心会

播磨　諒丞 はりま　りょうすけ 中学男子45kg未満 151 42 浦安市立日の出中学校 礼心会

龍拳會青葉台支部

龍拳會総本部

礼心会

武立会館

北晋寺西道場

北眞舘

命武會

優志館

勇誠会井上道場


