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優勝 柿澤　翔輝 （光誠会） 準優勝 坂本　一颯 （極真会館坂本派　金町道場）

優勝 千田　剣真 （武立会館） 準優勝 大原　有貴 （実践空手道　佐々木道場）
第３位 庄賀　尊之丞 （空手道MAC川崎宮前平道場） 第３位 髙野　碧葉 （国際空手道研究会連盟 拳友会）

優勝 飯島　岳 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 岡野　礼旺 （極真拳武會　菅野道場）
第３位 小野　泰喜 （空手道MAC 東京･江戸川道場） 第３位 小原　璃音 （宮本道場）

優勝 佐々木　奏颯 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場） 準優勝 久保　延蔵 （空手道MAC横浜仲町台道場）
第３位 石田　遼 （極真会館坂本派東京城西支部　方南道場） 第３位 稲葉　龍希 （GO-UP）

優勝 中川　航佑 （空手道MAC本部道場） 準優勝 八木　耀大 （空手道星和会館　東京荒川支部）
第３位 齋藤　柊友 （空手道MAC西袋道場） 第３位 國末　桂志 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場）

優勝 前川　輝 （士衛塾山梨） 準優勝 春山　翔 （飛馬道場）
第３位 佐藤　旭 （空手道MAC西袋道場） 第３位 新名　響 （空手道MAC西袋道場）

優勝 網代　充弘 （極真会館坂本派　金町道場） 準優勝 田道　志治 （芦原会館　調布支部）
第３位 市村　隆誠 （空手道MAC横浜仲町台道場） 第３位 菊地　統真 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場）

優勝 小谷野　蓮 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 渡邉　龍之介 （士衛塾山梨）

優勝 鶴田　晴信 （空手道MAC西袋道場）

優勝 醍醐　広大 （空手道MAC狭山道場） 準優勝 榊原　和 （空手道MAC川崎宮前平道場）

優勝 大﨑　蓮斗 （北晋寺西道場）

優勝 黒澤　咲紀子 （空手道MAC西袋道場） 準優勝 岡田　穂花 （新國際空手拳法道士衛塾）

優勝 風間　萌愛 （空手道MAC横浜仲町台道場） 準優勝 内田　杏珠 （空手道MAC横浜仲町台道場）

優勝 飯島　希依 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 髙野　ひまる （国際空手道研究会連盟 拳友会）
第３位 河野　維 （芦原会館　調布支部） 第３位 山内　海桜 （空手道MAC西袋道場）

優勝 芳賀　美空 （我流空手道北斗會ふじみ野支部） 準優勝 風間　陽向 （士衛塾山梨）

優勝 野島　利衣奈 （新國際空手拳法道士衛塾） 準優勝 塩川　凛々子 （武立会館）

優勝 米川　勇輝 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 加藤　徠将 （光誠会）

優勝 大山　春翔 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場） 準優勝 栗原　達生 （正伝流空手道中村道場）
第３位 山本　空藍 （宮本道場） 第３位 茂木　篤己 （宮本道場）

優勝 當波　海翔 （宮本道場） 準優勝 森山　瑛 （正伝流空手道中村道場）
第３位 桃沢　幸太郎 （実践空手道　佐々木道場） 第３位 髙玉　准之介 （極真拳武會さいたま浦和支部）

優勝 的場　錬 （I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部成田道場） 準優勝 内田　煌葵 （国際空手道研究会連盟 拳友会）
第３位 渡邉　陸 （極真空手　志田道場） 第３位 渡辺　煌大 （空手道MAC川崎宮前平道場）

優勝 土井　瑞輝 （光誠会） 準優勝 大河平　新之助 （武心塾カラテ）

初心初級・小学１年女子

初心・年中（男女混合）

初心・年長軽量級

初心・年長重量級

初心・小学１年男子軽量級

初心・小学１年男子重量級

初心・小学２年男子

初心・小学３年男子

初心・小学４年男子

初心・小学５年男子

初心・小学６年男子

初心初級・中学１年男子

初心・小学２年女子

初心・小学３年女子

初心・小学４年女子

初心初級・小学生５・６年女子

初級・幼年男子

初級・小学１年男子

初級・小学２年男子軽量級

初級・小学２年男子重量級

初級・小学３年男子
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第３位 春山　葉 （飛馬道場） 第３位 松崎　翔 （飛馬道場）

優勝 工藤　碧人 （空手道MAC西袋道場） 準優勝 久保田　琉海 （飛馬道場）
第３位 髙橋　颯太朗 （我流空手道北斗會本部） 第３位 金子　遥翔 （空手道MAC西袋道場）

優勝 圷　真宏 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場） 準優勝 菱沼　竜衣 （空手道MAC西袋道場）
第３位 厚川　奏 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場） 第３位 厚川　奏 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場）

優勝 鈴木　琉空 （空手道MAC川崎宮前平道場）

優勝 林田　藍良 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場）

優勝 宮崎　玲 （空手道MAC本部道場）

優勝 光村　澪里 （飛馬道場）

優勝 柿澤　琥翔 （光誠会） 準優勝 屋比久　翔允 （フルコンタクトカラテスクール）

優勝 丸山　立輝 （I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部成田道場） 準優勝 関口　拓摩 （光誠会）
第３位 塩川　紋士朗 （武立会館） 第３位 志賀　柊羽 （拳蹴武会　中島道場）

優勝 加々美　冠汰 （I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部成田道場） 準優勝 小林　暁史 （武立会館）
第３位 小野　青葉 （空手道MAC 東京･江戸川道場） 第３位 谷口　庵十郎 （正伝流空手道中村道場）

優勝 石山　碧琉 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 石原　湊介 （極真会館坂本派　金町道場）
第３位 荒川　迪哉 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 第３位 須藤　遥大 （武心塾カラテ）

優勝 菅川　丈雄 （空手道MAC西袋道場） 準優勝 杉浦　琉人 （空手道　四葉会）
第３位 中澤　大慈 （極真会館浜井派足立選手會） 第３位 長田　篤希 （空手道MAC本部道場）

優勝 君塚　翔太 （極真会館浜井派足立選手會） 準優勝 石山　琉聖 （国際空手道研究会連盟 拳友会）

優勝 金子　柊牙 （(社）極真会館東京都佐藤道場） 準優勝 池田　結人 （極真会館坂本派東京城西支部　方南道場）
第３位 堀　泰斗 （I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部成田道場） 第３位 小林　大愛 （極真拳武會　蒲田支部）

優勝 大友　虎空 （空手道MAC川崎宮前平道場） 準優勝 小嶋　真叶 （空手道MAC西袋道場）
第３位 阿部　佑海 （空手道MAC湘南道場） 第３位 冨江　浩人 （空手道MAC本部道場）

優勝 村山　瑞基 （我流空手道北斗會本部） 準優勝 中村　凛ノ介 （空手道MAC 東京･江戸川道場）
第３位 石橋　大善 （空手道MAC西袋道場） 第３位 森　彩人 （光誠会）

優勝 本戸　快翔 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 準優勝 山川　カ哉登 （拳蹴武会　中島道場）

優勝 折原　寧紀 （極真会館坂本派　金町道場）

優勝 綾部　虎太郎 （国際空手道研究会連盟 拳友会）

優勝 中嶋　かのん （拳蹴武会　中島道場）

優勝 齊藤　恵理 （空手道MAC横浜仲町台道場） 準優勝 須藤　紅緒 （極真会館坂本派東京城西支部　方南道場）

優勝 清水　絢心 （飛馬道場）

初級・小学６年男子

初級・小学４年男子

初級・小学５年男子

中級・中学１年男子重量級

初中級・小学４年女子

中級・小学５年女子

中級・小学６年女子

中級・小学６年男子軽量級

中級・小学３年男子軽量級

中級・小学３年男子重量級

中級・小学４年男子軽量級

中級・小学４年男子重量級

中級・小学５年男子軽量級

中級・小学５年男子重量級

中級・小学６年男子重量級

中級・中学１年男子軽量級

初級・小学２年女子

初級・小学３年女子

初級・小学４年女子

初中級・小学１年男子

初中級・小学２年男子
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優勝 竹中　美羽 （空手道MAC本部道場） 準優勝 藤内　梨央 （空手道MAC本部道場）

優勝 古田　真都 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場）

優勝 鬼塚　浩人 （我流空手道北斗會ふじみ野支部） 準優勝 山川　真騎斗 （拳蹴武会　中島道場）

優勝 佐原　諒哉 （北晋寺西道場） 準優勝 國分　羚史 （北晋寺西道場）

優勝 仲原　豊哉 （正伝流空手道中村道場） 準優勝 栗原　将生 （正伝流空手道中村道場）
第３位 堤　智也 （実践空手道　佐々木道場） 第３位 新谷　泰知 （白蓮会館　湘南鎌倉支部）

優勝 大鹿　礼毅 （大鹿道場） 準優勝 佐藤　琉海 （極真会館浜井派足立選手會）

優勝 中村　琉惺 （極真拳武會さいたま浦和支部） 準優勝 桜井　香太 （大鹿道場）

優勝 赤井　駿亮 （社団法人　極真会館　神奈川県井上道場） 準優勝 酒井　清智 （極真会館坂本派　金町道場）
第３位 狩野　惺士 （実践空手道　佐々木道場） 第３位 渡邉　仁 （国際空手道研究会連盟 拳友会）

優勝 多良間　信公 （極真会館坂本派　金町道場） 準優勝 梶　武蔵 （飛馬道場）
第３位 大久保　昂祐 （空手道MAC西袋道場） 第３位 山内　陽翔 （空手道MAC西袋道場）

優勝 可知　来生 （空手道　四葉会） 準優勝 田中　一誠 （光誠会）
第３位 松園　一粋 （実践空手道　佐々木道場） 第３位 末松　裕咲 （空手道　四葉会）

優勝 山口　叶来也 （武立会館） 準優勝 坪井　夏海 （誠真会館新座道場）
第３位 庄司　連 （空手道MAC西袋道場） 第３位 関　大義 （新國際空手拳法道士衛塾）

優勝 小関　優心 （極真会館坂本派　金町道場） 準優勝
第３位 第３位

優勝 齋藤　悠大 （我流空手道北斗會ふじみ野支部）

優勝 門馬　善 （極真拳武會さいたま浦和支部） 準優勝 上木　大和 （我流空手道北斗會ふじみ野支部）

優勝 大鹿　倫毅 （大鹿道場） 準優勝 福原　秀隆 （国際空手道研究会連盟 拳友会）

優勝 桐原　歩夢 （世界闘英館空手道） 準優勝 石黒　蒼真 （武立会館）

優勝 岩野　歩夢 （空手道　中山道場） 準優勝 齊藤　晴 （拳蹴武会　中島道場）
第３位 沼田　淳誠 （国際空手道研究会連盟 拳友会） 第３位 菊地　小次郎 （F.K.C輝心会）

優勝 古谷　貫多 （SKC武心館）

優勝 齋藤　絵奈 （極真拳武會　蒲田支部）

優勝 角田　ひより （飛馬道場）

優勝 森　由里愛 （極真拳武會平和島支部）

優勝 小林　愛奈 （我流空手道北斗會ふじみ野支部）

上級・小学２年女子

上級・小学４年男子重量級

上級・小学５年男子軽量級

上級・小学５年男子重量級

上級・小学６年男子軽量級

上級・小学６年男子重量級

上級・中学１年男子軽量級

上級・中学１年男子中量級

上級・中学１年男子重量級

上級・中学２・３年男子軽量級

上級・中学２・３年男子中量級

上級・中学２・３年男子重量級

上級・小学４年男子軽量級

初中級・中学１年女子

上級・幼年男子

上級・小学１年男子

上級・小学２年男子

上級・小学３年男子軽量級

上級・小学３年男子重量級

上級・小学３年女子重量級

上級・小学４年女子軽量級

上級・小学４年女子重量級

上級・小学５年女子軽量級
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優勝 金子　茉莉香 （空手道MAC本部道場）

優勝 栗原　里桜 （正伝流空手道中村道場） 準優勝 角田　愛羅 （飛馬道場）

優勝 國分　暖和 （北晋寺西道場） 準優勝 古林　華 （空手道MAC本部道場）

優勝 仁田水　咲良 （誠真会館ひばりヶ丘道場）

優勝 田中　杏 （我流空手道北斗會本部） 準優勝 吉岡　帆宙姫 （我流空手道北斗會本部）

優勝 久能　葵 （我流空手道北斗會本部）

優勝 岡村　澪乃 （空手道MAC西袋道場）

優勝 尾場　晴太 （空手道MAC本部道場）

優勝 吉村　香春 （空手道MAC西袋道場）

上級・中学２・３年女子

上級・高校男子

上級・高校女子

上級・小学５年女子重量級

上級・小学６年女子軽量級

上級・小学６年女子重量級

上級・中学１年女子軽量級

上級・中学１年女子重量級
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