
氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
総合計 900
FSA拳真館　新小岩 1

大木　紗理奈 おおき　さりな 159 44 FSA拳真館　新小岩 中学女子　45kg未満 上平井中学校
MAC小牧 2

小屋敷　範次 こやしき　のりつぐ 159 47 MAC小牧 中学男子　55kg未満 小牧市立篠岡中学校
小屋敷　清継 こやしき　きよつぐ 167 57 MAC小牧 高校男子　60kg未満 愛知県立高蔵寺高等学校

MAC茨城 9
岡村　翔洋 おかむら　しょうよう 110 18 MAC茨城 幼児　年中男子
坪井　碧月 つぼい　あつき 113 19 MAC茨城 小学１年 男子 
岡村　皇洋 おかむら　こうよう 137 28.5 MAC茨城 小学３年　男子　27kg以上
吉原　京香 よしはら　きょうか 145 31 MAC茨城 小学３年　女子　27kg以上
鶴見　佳緯 つるみ　かい 133 29 MAC茨城 小学４年　男子　32kg未満
鶴見　眞旺 つるみ　まお 142 45 MAC茨城 小学６年　男子　43kg以上
渡辺　恭平 わたなべ　きょうへい 166 75 MAC茨城 小学６年　男子　43kg以上
名倉　早羅 なぐら　さら 153 49 MAC茨城 小学６年　女子　43kg以上
坪井　優斗 つぼい　ゆうと 164 43 MAC茨城 中学男子　45kg未満 筑西市立協和中学校

MAC宮前平 10
坂本　みゆき さかもと　みゆき 117 20 MAC宮前平 小学１年　女子
岩﨑　美里 いわさき　みさと 126 25 MAC宮前平 小学２年　女子
三寺　海都 みてら　かいと 135 27.2 MAC宮前平 小学３年　男子　27kg以上
坂本　晴彦 さかもと　はるひこ 140 36 MAC宮前平 小学４年　男子　32kg以上
三寺　将太 みてら　しょうた 146 46 MAC宮前平 小学４年　男子　32kg以上
中山　琉希 なかやま　るき 150 43 MAC宮前平 小学５年　男子　37kg以上
岩﨑　魁 いわさき　かい 153 37 MAC宮前平 小学５年　男子　37kg以上
柾木　拓人 まさき　たくと 145 37 MAC宮前平 小学６年　男子　43kg未満
貞本　駿 さだもと　しゅん 145 33 MAC宮前平 小学６年　男子　43kg未満
池田　直人 いけだ　なおと 163 53 MAC宮前平 中学男子　55kg未満 川崎市立向丘中学校

MAC江戸川 14
石原　亜朗 いしはら　あろう 127 26.5 MAC江戸川 小学２年　男子
竹村　理 たけむら　みち 128 27 MAC江戸川 小学２年　女子
本間　珠莉 ほんま　しゅり 123 22 MAC江戸川 小学２年　女子
大村　駿 おおむら　しゅん 132 28.5 MAC江戸川 小学３年　男子　27kg以上
三浦　翔 みうら　しょう 140 31 MAC江戸川 小学３年　男子　27kg以上
本多　善光 ほんだ　よしみつ 135 29 MAC江戸川 小学４年　男子　32kg未満
本間　紫月 ほんま　しづき 140 31 MAC江戸川 小学４年　女子　32kg未満
水津　空良 すいづ　そら 140 35 MAC江戸川 小学５年　男子　37kg未満
竹内　彰浩 たけうち　あきひろ 146 33 MAC江戸川 小学５年　男子　37kg未満
竹内　栄規 たけうち　えいき 148 36 MAC江戸川 小学５年　男子　37kg未満
宮島　幸乃 みやじま　ゆきの 140 33 MAC江戸川 小学５年　女子　37kg未満
新井　開渡 あらい　かいと 146 36 MAC江戸川 小学６年　男子　43kg未満
久保　亜唯里 くぼ　あいり 151 39 MAC江戸川 中学女子　45kg未満 江戸川区立小岩第２中学校
久保　孝太 くぼ　こうた 168 56 MAC江戸川 高校男子　60kg未満 都立葛西单高等学校

MAC埼玉西 19
倉繁　瑠樹明 くらしげ　るきあ 131 27 MAC埼玉西 小学２年　男子
鉄本　琳太郎 てつもと　りんたろう 130 30 MAC埼玉西 小学２年　男子
渡邊　魁 わたなべ　かい 130 26.5 MAC埼玉西 小学３年　男子　27kg未満
江原　瑛紀 えはら　えいき 138 39 MAC埼玉西 小学３年　男子　27kg以上
中山　翔太 なかやま　しょうた 135 30 MAC埼玉西 小学４年　男子　32kg未満
大房　翔太 おおふさ　しょうた 143 31 MAC埼玉西 小学４年　男子　32kg未満
倉繁　璃明武 くらしげ　りあむ 137 31.5 MAC埼玉西 小学４年　男子　32kg未満
針生　康平 はりう　こうへい 133.5 27.8 MAC埼玉西 小学４年　男子　32kg未満
石渡　夢乃 いしわたり　ゆめの 139 30 MAC埼玉西 小学４年　女子　32kg未満
朋部　円香 はっとり　まどか 137 33 MAC埼玉西 小学４年　女子　32kg以上
三宅　勇大 みやけ　はやと 144 36.5 MAC埼玉西 小学５年　男子　37kg未満
松浦　和樹 まつうら　かずき 150 44 MAC埼玉西 小学５年　男子　37kg以上
阿久津　渉太 あくつ　しょうた 145 40 MAC埼玉西 小学５年　男子　37kg以上
佐藤　大晟 さとう　たいせい 146 40 MAC埼玉西 小学６年　男子　43kg未満
大房　優香 おおふさ　ゆうか 159 39 MAC埼玉西 小学６年　女子　43kg未満
花牟礼　元輝 はなむれ　げんき 149 44 MAC埼玉西 中学男子　45kg未満 狭山市立東中学校
三宅　隆介 みやけ　りゅうすけ 157 54 MAC埼玉西 中学男子　55kg未満 狭山市立入間野中学校
村上　友志 むらかみ　ゆうし 163 52 MAC埼玉西 中学男子　55kg未満 狭山市立山王中学校
山嵜　智世 やまざき　ともよ 172 64 MAC埼玉西 高校男子　70kg未満 狭山経済高等学校

MAC埼玉中央 27
内田　隼 うちだ　はやと 105 18 MAC埼玉中央 幼児　年長男子
渡部　美和 わたなべ　みわ 114 18 MAC埼玉中央 幼児　年長女子
白石　雅也 しらいし　まさや 110 18 MAC埼玉中央 小学１年 男子 
斉藤　秀弥 さいとう　しゅうや 128 25 MAC埼玉中央 小学２年　男子
今野　椋太 こんの　りょうた 117 22 MAC埼玉中央 小学２年　男子
濱﨑　渉 はまさき　わたる 122 22 MAC埼玉中央 小学２年　男子
櫻井　駿 さくらい　しゅん 119 21 MAC埼玉中央 小学２年　男子
池田　圭史朗 いけだ　けいしろう 135 29 MAC埼玉中央 小学３年　男子　27kg以上
野村　仁 のむら　じん 133.4 28.6 MAC埼玉中央 小学３年　男子　27kg以上
矢部　竜大 やべ　りゅうた 136 29 MAC埼玉中央 小学３年　男子　27kg以上
小野　竜弥 おの　たつや 137 30 MAC埼玉中央 小学４年　男子　32kg未満
坂本　海渡 さかもと　かいと 141 38 MAC埼玉中央 小学４年　男子　32kg以上
川内　陸 かわうち　りく 142 32.5 MAC埼玉中央 小学４年　男子　32kg以上
宇佐美　諒 うさみ　りょう 138 34 MAC埼玉中央 小学５年　男子　37kg未満
田中　諄哉 たなか　じゅんや 133 28 MAC埼玉中央 小学５年　男子　37kg未満
杉田　颯斗 すぎた　はやと 143 33 MAC埼玉中央 小学５年　男子　37kg未満
伊倉　英治 いくら　えいじ 139 34 MAC埼玉中央 小学５年　男子　37kg未満
矢部　桃香 やべ　ももか 146 37 MAC埼玉中央 小学５年　女子　37kg以上
片木　雅哉 かたぎ　まさや 145 32 MAC埼玉中央 小学６年　男子　43kg未満
川内　咲穂 かわうち　さほ 157 42 MAC埼玉中央 中学女子　45kg未満 大東中学校
矢部　穂乃香 やべ　ほのか 149 40 MAC埼玉中央 中学女子　45kg未満 大東中学校
福冨　真生 ふくとみ　まお 151 41 MAC埼玉中央 中学男子　45kg未満 川越市立大東中学校
伊倉　祐樹 いくら　ゆうき 165 54.6 MAC埼玉中央 中学男子　55kg未満 川越市立大東中学校
依田　拳人 よだ　けんと 164 52 MAC埼玉中央 中学男子　55kg未満 ふじみ野市立葦原中学校
藤井　茂樹 ふじい　しげき 157 54.9 MAC埼玉中央 中学男子　55kg未満 川越市立大東中学校
鈴木　聖也 すずき　せいや 175 52 MAC埼玉中央 中学男子　55kg未満 川越市立大東中学校



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
川内　知夏 かわうち　ちなつ 154 47 MAC埼玉中央 高校女子　50kg未満 埼玉県立川越女子高等学校

MAC三鷹武蔵野 2
土橋　詩 どばし　うた 134 26 MAC三鷹武蔵野 小学２年　女子
土橋　幹大 どばし　かんた 151 38 MAC三鷹武蔵野 小学６年　男子　43kg未満

MAC中山 5
須藤　悠太 すとう　ゆうた 140.5 38 MAC中山 小学５年　男子　37kg以上
小原　友磯 こはら　ゆうき 152 62 MAC中山 小学６年　男子　43kg以上
川瀬　永遠 かわせ　とわ 141 36 MAC中山 中学男子　45kg未満 横浜市立上白根中学校
中野　鷹平 なかの　ようへい 150 44.9 MAC中山 中学男子　45kg未満 中山中学校
佐田　斐人 さた　あやと 167 63 MAC中山 中学男子　65kg未満 十日市場中学校

MAC仲町台 7
森　亮斗 もり　りょうと 116 22 MAC仲町台 幼児　年長男子
沖本　陽生 おきもと　はるき 127 25 MAC仲町台 小学１年 男子 
高橋　功 たかはし　こう 122 21.8 MAC仲町台 小学１年 男子 
森　唯華 もり　ゆいか 125 28 MAC仲町台 小学１年　女子
矢部　瑞貴 やべ　みずき 127 24 MAC仲町台 小学２年　男子
岡本　涼太 おかもと　りょうた 127 25 MAC仲町台 小学３年　男子　27kg未満
高橋　彦 たかはし　げん 127 25 MAC仲町台 小学３年　男子　27kg未満

MAC本部 31
岡本　大空 おかもと　きら 118 21 MAC本部 幼児　年長男子
平川　翔大 ひらかわ　しょうた 114 21 MAC本部 幼児　年長男子
加藤　健大 かとう　けんだい 114 21 MAC本部 小学１年 男子 
望月　美咲 もちづき　みさき 124 25 MAC本部 小学１年　女子
髙橋　那奈 たかはし　なな 123 24 MAC本部 小学２年　女子
髙橋　李奈 たかはし　りな 122 23 MAC本部 小学２年　女子
福田　汐音 ふくだ　しおん 128 26 MAC本部 小学３年　男子　27kg未満
高橋　有单 たかはし　あなん 132 28 MAC本部 小学３年　男子　27kg以上
土屋　義人 つちや　よしと 137 32 MAC本部 小学３年　男子　27kg以上
望月　雅也 もちづき　まさや 138 33 MAC本部 小学３年　男子　27kg以上
鈴木　里菜 すずき　りな 133 26.5 MAC本部 小学３年　女子　27kg未満
宇佐見　大樹 うさみ　たいじゅ 139 31 MAC本部 小学４年　男子　32kg未満
垂水　蓮人 たるみ　れんと 140 42 MAC本部 小学４年　男子　32kg以上
山田　雄二 やまだ　ゆうじ 140 39 MAC本部 小学４年　男子　32kg以上
真壁　旺斗 まかべ　あきと 143.5 32.5 MAC本部 小学４年　男子　32kg以上
加納　竜司 かのう　りゅうじ 145 32 MAC本部 小学５年　男子　37kg未満
関口　勝大 せきぐち　しょうた 151 36 MAC本部 小学５年　男子　37kg未満
東　居生 ひがし　いっせい 135 29 MAC本部 小学５年　男子　37kg未満
大房　宇斗 おおふさ　たかと 153 40 MAC本部 小学６年　男子　43kg未満
平井　柊光 ひらい　しゅうき 143 37 MAC本部 小学６年　男子　43kg未満
福田　楽渡 ふくだ　がくと 154 36 MAC本部 小学６年　男子　43kg未満
斎藤　誠晃 さいとう　まさあき 163 60 MAC本部 小学６年　男子　43kg以上
後藤　優太 ごとう　ゆうた 165 49 MAC本部 小学６年　男子　43kg以上
廣田　千陽 ひろた　ちはる 141 31 MAC本部 小学６年　女子　43kg未満
廣田　千慧 ひろた　ちさと 140.8 30.1 MAC本部 小学６年　女子　43kg未満
佐藤　らら さとう　らら 149.5 44 MAC本部 小学６年　女子　43kg以上
東　花凜 あずま　かりん 153 43.5 MAC本部 小学６年　女子　43kg以上
三木　翔太 みき　しょうた 159 47 MAC本部 中学男子　55kg未満 横浜市立東山田中学校
鈴木　孝太 すずき　こうた 165 63 MAC本部 中学男子　65kg未満 横浜市立中川中学校
大野　絵実菜 おおの　えみな 163 55 MAC本部 高校女子　57kg未満 神奈川県立田奈高等学校
鈴木　勇人 すずき　はやと 174 65 MAC本部 高校男子　70kg未満 国士舘高校

青育塾 6
松崎　勇太 まつざき　ゆうた 128 24 青育塾 小学２年　男子
本間　大聖 ほんま　たいせい 135 31 青育塾 小学３年　男子　27kg以上
水上　修作 みずかみ　しゅうさく 146 45 青育塾 小学３年　男子　27kg以上
師田　椋介 もろた　きょうすけ 141 31 青育塾 小学４年　男子　32kg未満
寺西　竜矢 てらにし　たつや 143 53 青育塾 小学４年　男子　32kg以上
大関　優希弥 おおぜき　ゆきや 143 35 青育塾 小学５年　男子　37kg未満

金森道場 2
金森　悠成 かなもり　ゆうせい 130 30 金森道場 小学２年　男子
城野　玲奈 じょうの　れいな 148 57 金森道場 小学５年　女子　37kg以上

空手塾同志会 8
大津　辰太朗 おおつ　しんたろう 120 23 空手塾同志会 幼児　年長男子
北岡　青空 きたおか　そら 110 23 空手塾同志会 幼児　年長男子
竹山　冨太 たけやま　ふうた 115 20 空手塾同志会 幼児　年長男子
今井　佑奈 いまい　ゆうな 124 35 空手塾同志会 幼児　年長女子
柿沼　柊希 かきぬま　しゅうき 108 19 空手塾同志会 小学１年 男子 
藤井　龍斗 ふじい　りゅうと 124 24 空手塾同志会 小学２年　男子
込尾　春馬 こみお　はるま 118 23 空手塾同志会 小学２年　男子
宮本　香琳 みやもと　かりん 133 28 空手塾同志会 小学４年　女子　32kg未満

カラテスクール 21
中澤　秀太 なかざわ　しゅうた 104 17 カラテスクール 幼児　年中男子
細矢　涼太 ほそや　りょうた 107 17 カラテスクール 幼児　年中男子
大山　隆之介 おおやま　りゅうのすけ 120 24 カラテスクール 幼児　年長男子
細矢　秀太 ほそや　しゅうた 130 30 カラテスクール 小学１年 男子 
砂川　柊人 すながわ　しゅうと 120.5 22 カラテスクール 小学１年 男子 
中澤　浩太 なかざわ　こうた 125 25 カラテスクール 小学２年　男子
佐藤　駿成 さとう　しゅんせい 130 28 カラテスクール 小学２年　男子
友松　嵐太郎 ともまつ　らんたろう 125 31 カラテスクール 小学３年　男子　27kg以上
青木　紀樹 あおき　のりき 140 39 カラテスクール 小学４年　男子　32kg以上
杉崎　拓也 すぎさき　たくや 148 40 カラテスクール 小学４年　男子　32kg以上
山内　文乃 やまうち　あやの 124 22 カラテスクール 小学４年　女子　32kg未満
砂川　絋太 すながわ　こうた 147.5 38.6 カラテスクール 小学５年　男子　37kg以上
佐藤　杏優 さとう　あゆ 156 47 カラテスクール 小学５年　女子　37kg以上
小川　侑大 おがわ　ゆうだい 153 41 カラテスクール 小学６年　男子　43kg未満
友松　虎太郎 ともまつ　こたろう 145 58 カラテスクール 小学６年　男子　43kg以上
青木　優佳 あおき　ゆうか 150 37 カラテスクール 中学女子　45kg未満 下瀬谷中学校
宮森　いずみ みやもり　いずみ 150 41 カラテスクール 中学女子　45kg未満 大和市立上和田中学校
長谷部　ひかる はせべ　ひかる 156 48 カラテスクール 中学女子　55kg未満 光丘中学校
友松　紗理菜 ともまつ　さりな 148 47 カラテスクール 中学女子　55kg未満 上鶴間中学校



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
杉崎　勇人 すぎざき　ゆうと 172 62 カラテスクール 高校男子　70kg未満 柏木学園高校
杉崎　駿 すぎざき　たかし 172 61 カラテスクール 高校男子　70kg未満 湘单台高等学校

空手道光武会館 1
中島　鉄人 なかじま　てつと 132 30 空手道光武会館 小学２年　男子

極真会館　小井道場 4
山崎　滉太 やまざき　こうた 146 41 極真会館　小井道場 小学６年　男子　43kg未満
田辺　龍之介 たなべ　りゅうのすけ 130 27 極真会館　小井道場 小学２年　男子
山崎　修弥 やまざき　しゅうや 124 24 極真会館　小井道場 小学２年　男子
安田　理沙 やすだ　りさ 132 30 極真会館　小井道場 小学３年　女子　27kg以上

極真会館　浜井派　石川 2
新田　小粋 しんた　こいき 112 19 極真会館　浜井派　石川 幼児　年長女子
新田　華子 しんた　かこ 155 47 極真会館　浜井派　石川 中学女子　55kg未満 城单中学校

極真会館　浜井派　平和町 2
泉　魁斗 いずみ　かいと 163 66 極真会館　浜井派　平和町 小学６年　男子　43kg以上
内藤　海聖 ないとう　みさと 147 42.5 極真会館　浜井派　平和町 小学６年　女子　43kg未満

極真会館　浜井派　吉村道場 2
瀬戸　聡太 せと　そうた 122 21 極真会館　浜井派　吉村道場 小学１年 男子 
安斉　俊人 あんざい　しゅんと 118 21 極真会館　浜井派　吉村道場 小学１年 男子 

極真会館　福井 1
半田　百花 はんだ　ももか 152 52 極真会館　福井 小学５年　女子　37kg以上

極真会館　松岡道場 1
赤羽根　烈 あかばね　れつ 133 32 極真会館　松岡道場 小学５年　男子　37kg未満

極真会館　宮城県本部 6
八谷　昌輝 はちや　しょうき 136 48 極真会館　宮城県本部 小学１年 男子 
丹野　紗奈絵 たんの　さなえ 137 32 極真会館　宮城県本部 小学３年　女子　27kg以上
中嶋　志津麻 なかしま　しづま 140 35 極真会館　宮城県本部 小学５年　男子　37kg未満
桜井　玲音 さくらい　れおん 155 46 極真会館　宮城県本部 小学５年　男子　37kg以上
丹野　珠伽 たんの　みか 147 37.5 極真会館　宮城県本部 小学５年　女子　37kg以上
八谷　直輝 はちや　なおき 160 59 極真会館　宮城県本部 小学６年　男子　43kg以上

極真会館埼玉県木村道場 8
亥飼　渚生 いがい　しょう 113 24 極真会館埼玉県木村道場 幼児　年長男子
室岡　武蔵 むろおか　むさし 120 24 極真会館埼玉県木村道場 小学２年　男子
金澤　健斗 かなざわ　けんと 128 28 極真会館埼玉県木村道場 小学２年　男子
千葉　陽太 ちば　ようた 127 28 極真会館埼玉県木村道場 小学２年　男子
森橋　知広 もりはし　ちひろ 128 25.5 極真会館埼玉県木村道場 小学３年　男子　27kg未満
桑田　涼平 くわた　りょうへい 138 31 極真会館埼玉県木村道場 小学４年　男子　32kg未満
中嶋　健斗 なかじま　けんと 145 36.5 極真会館埼玉県木村道場 小学５年　男子　37kg未満
浅古　麗美 あさこ　れいみ 150 44 極真会館埼玉県木村道場 中学女子　45kg未満 草加市立草加中学校

極真会館坂本道場　佐野 1
福地　瑠海 ふくち　るか 128 25 極真会館坂本道場　佐野 小学４年　男子　32kg未満

極真会館東京都友心会道場 2
若林　璃亜 わかばやし　りあ 148 42 極真会館東京都友心会道場 小学６年　男子　43kg未満
田中　桃子 たなか　ももこ 159 50 極真会館東京都友心会道場 小学６年　女子　43kg以上

極真会館北海道本部 1
花山　結菜 はなやま　ゆいな 134 29.5 極真会館北海道本部 小学４年　女子　32kg未満

極真会館坂本道場　栃木北 7
青木　仁菜 あおき　にな 102 16 極真会館坂本道場　栃木北 幼児　年中女子
吉澤　波音 よしざわ　なおと 123 25.6 極真会館坂本道場　栃木北 小学１年 男子 
吉澤　海音 よしざわ　かいと 139 50 極真会館坂本道場　栃木北 小学２年　男子
青木　凌翔 あおき　りょうと 129 29 極真会館坂本道場　栃木北 小学３年　男子　27kg以上
木下　綾乃 きのした　あやの 136 35.2 極真会館坂本道場　栃木北 小学３年　女子　27kg以上
鈴木　沙羅 すずき　さら 127 26 極真会館坂本道場　栃木北 小学３年　女子　27kg未満
木下　優香 きのした　ゆうか 153 54 極真会館坂本道場　栃木北 小学６年　女子　43kg以上

極真カラテ大石道場 1
菊池　達真 きくち　たつま 169 65 極真カラテ大石道場 高校男子　70kg未満 都留高等学校

極真館　春日部 2
伊達　勇次郎 だて　ゆうじろう 108 19 極真館　春日部 幼児　年中男子
伊達　進太郎 だて　しんたろう 124 25 極真館　春日部 小学１年 男子 

極真館　さいたま環状 1
藤川　匠 ふじかわ　たくみ 129 28.5 極真館　さいたま環状 小学２年　男子

極真館　埼玉県西 7
大岩　龍介 おおいわ　りゅうすけ 109 19 極真館　埼玉県西 小学１年 男子 
菅澤　和樹 すがさわ　かずき 131 27 極真館　埼玉県西 小学２年　男子
石井　匠 いしい　たくみ 125 25 極真館　埼玉県西 小学２年　男子
单城　聖那 なんじょう　せな 130 29 極真館　埼玉県西 小学２年　男子
上野　竜輝 うえの　りゅうき 128 30 極真館　埼玉県西 小学２年　男子
増野　宏希 ますの　ひろき 126 25 極真館　埼玉県西 小学２年　男子
大岩　桃子 おおいわ　ももこ 129 29 極真館　埼玉県西 小学４年　女子　32kg未満

極真館　さいたま中央 34
木幡　樹 こはた　みき 109 19.8 極真館　さいたま中央 幼児　年中男子
酒井　亮太 さかい　りょうた 121 24 極真館　さいたま中央 幼児　年長男子
定野　恵介 さだの　けいすけ 125 30 極真館　さいたま中央 小学１年 男子 
宮澤　楓芽 みやざわ　ふうが 123 24 極真館　さいたま中央 小学１年 男子 
和田　静奈 わだ　せな 118 22 極真館　さいたま中央 小学１年　女子
栗崎　紗名 くりざき　さな 120 25 極真館　さいたま中央 小学１年　女子
後藤　莉琉 ごとう　りる 123 24 極真館　さいたま中央 小学１年　女子
清水　玲央名 しみず　れおな 134 28 極真館　さいたま中央 小学２年　男子
渡辺　魁斗 わたなべ　かいと 125 23.5 極真館　さいたま中央 小学２年　男子
金子　理沙 かねこ　りさ 123 22 極真館　さいたま中央 小学２年　女子
木幡　ヒカル こはた　ひかる 137 39 極真館　さいたま中央 小学２年　女子
仲西　大智 なかにし　だいち 129 25 極真館　さいたま中央 小学３年　男子　27kg未満
長谷　史也 ながたに　ふみや 127 29 極真館　さいたま中央 小学３年　男子　27kg以上
多良間　大志 たらま　たいし 129 28 極真館　さいたま中央 小学３年　男子　27kg以上
酒井　祐紀 さかい　ゆうき 134 27.4 極真館　さいたま中央 小学３年　男子　27kg以上
清水　勇吾 しみず　ゆうご 134 28 極真館　さいたま中央 小学３年　男子　27kg以上
市川　音和 いちかわ　とわ 133 26 極真館　さいたま中央 小学３年　女子　27kg未満
上島　千英 かみじま　ちはな 128 27 極真館　さいたま中央 小学３年　女子　27kg以上
増田　麻友 ますだ　まゆ 133 27 極真館　さいたま中央 小学３年　女子　27kg以上
栗崎　由暉 くりざき　ゆうき 130 30 極真館　さいたま中央 小学４年　男子　32kg未満



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
渡辺　怜史 わたなべ　れいし 129 25 極真館　さいたま中央 小学４年　男子　32kg未満
後藤　瑠海 ごとう　るあ 139 30 極真館　さいたま中央 小学４年　男子　32kg未満
増田　春樹 ますだ　はるき 140 35 極真館　さいたま中央 小学４年　男子　32kg以上
草野　百々 くさの　もも 133 26 極真館　さいたま中央 小学４年　女子　32kg未満
大橋　音春 おおはし　おとは 135 29.5 極真館　さいたま中央 小学４年　女子　32kg未満
定野　耕介 さだの　こうすけ 136 33 極真館　さいたま中央 小学５年　男子　37kg未満
新井　駿吾 あらい　しゅんご 130 30 極真館　さいたま中央 小学５年　男子　37kg未満
野本　翔大 のもと　しょうた 141 35 極真館　さいたま中央 小学５年　男子　37kg以上
野本　拓摩 のもと　たくま 143 35 極真館　さいたま中央 小学５年　男子　37kg以上
宮田　楓 みやた　かえで 144 38.5 極真館　さいたま中央 小学６年　男子　43kg未満
金子　達彦 かねこ　たつひこ 145 40 極真館　さいたま中央 小学６年　男子　43kg未満
林　翼隆 はやし　たかし 154 35 極真館　さいたま中央 小学６年　男子　43kg未満
草野　さくら くさの　さくら 143 34 極真館　さいたま中央 小学６年　女子　43kg未満
山口　礼奈 やまぐち　れな 152 45 極真館　さいたま中央 小学６年　女子　43kg以上

極真館　埼京城北 3
駒本　繭 こまもと　まゆ 130 26.8 極真館　埼京城北 小学３年　男子　27kg未満
秋本　将也 あきもと　まさや 136 28 極真館　埼京城北 小学３年　男子　27kg以上
星野　涼 ほしの　りょう 157 52 極真館　埼京城北 小学６年　男子　43kg以上

極真館　山陰 1
金田　将英 かねだ　まさひで 175 62 極真館　山陰 高校男子　70kg未満 米子東高等学校

極真館　総本部 2
佐藤　賢介 さとう　けんすけ 135 31.5 極真館　総本部 小学４年　男子　32kg未満
佐藤　光樹 さとう　こうき 144 35 極真館　総本部 小学６年　男子　43kg未満

極真館　本庄 5
新井　創太 あらい　そうた 141 28 極真館　本庄 小学３年　男子　27kg以上
石井　拓光 いしい　たくみ 133 35 極真館　本庄 小学３年　男子　27kg以上
千葉　亮汰 ちば　りょうた 140 39 極真館　本庄 小学４年　男子　32kg以上
石井　大誠 いしい　たいせい 147 41 極真館　本庄 小学６年　男子　43kg未満
千葉　大輔 ちば　だいすけ 170 55 極真館　本庄 中学男子　65kg未満 埼玉県立上里中学校

極誠会 8
秋　樂人 あき　がくと 112 18 極誠会 幼児　年長男子
芝内　翔 しばうち　かける 117 24 極誠会 小学２年　男子
秋　奏樂 あき　そら 122 23 極誠会 小学２年　男子
佐藤　義綺 さとう　ともき 134 29 極誠会 小学２年　男子
芝内　海人 しばうち　かいと 136 38 極誠会 小学３年　男子　27kg以上
秋　奏樂 あき　うた 136 29 極誠会 小学４年　男子　32kg未満
加藤　源樹 かとう　もとき 123 23 極誠会 小学４年　男子　32kg未満
芝内　蓮 しばうち　れん 138 34 極誠会 小学５年　男子　37kg未満

極真館　城東湾岸 2
宮井　梨緒 みやい　りお 132 26.5 極真館　城東湾岸 小学３年　女子　27kg未満
東島　星夜 ひがしじま　せいや 138 31.5 極真館　城東湾岸 小学４年　男子　32kg未満

気練武心道 2
髙山　八跳 たかやま　かずき 120 22 気練武心道 幼児　年長男子
髙山　祥生 たかやま　よしき 133 30.4 気練武心道 小学４年　男子　32kg未満

空研塾西田道場 2
山口　千怜 やまぐち　ちさと 154 47 空研塾西田道場 中学女子　55kg未満 大阪市立瓜破中学校
吉村　佳 よしむら　けい 152 56 空研塾西田道場 高校女子　57kg未満 大阪府立農芸高等学校

空真会 2
古木　誠也 ふるき　せいや 160 60 空真会 中学男子　65kg未満 小山中学校
古木　れみ ふるき　れみ 148 56.8 空真会 高校女子　57kg未満 相原高等学校

叢林塾 3
山崎　隆司 やまさき　たかし 145 40 叢林塾 小学５年　男子　37kg以上
田村　大 たむら　だい 152 50 叢林塾 小学６年　男子　43kg以上
山崎　智晴 やまさき　ともはる 152 44 叢林塾 中学男子　45kg未満 宮崎市立大宮中学校

久保田道場 8
岩越　紘青 いわこし　こうせい 128 28 久保田道場 小学１年 男子 
関　真代 せき　ましろ 121 23 久保田道場 小学２年　女子
村上　星愛 むらかみ　ひな 119 24 久保田道場 小学２年　女子
川崎　颯太 かわさき　そうた 132 36 久保田道場 小学３年　男子　27kg以上
村上　優真 むらかみ　ゆうま 143 54 久保田道場 小学５年　男子　37kg以上
久保田　波輝 くぼた　なみき 147 38 久保田道場 小学６年　男子　43kg未満
菅原　一成 すがわら　いっせい 148 48 久保田道場 小学６年　男子　43kg以上
久保田　千尋 くぼた　ちひろ 160 55 久保田道場 中学女子　55kg以上 单山中学校

敬信館 1
加藤　連 かとう　れん 148 39 敬信館 小学６年　男子　43kg未満

月心会宗家本部 2
仲摩　遼正 なかま　りょうせい 123 21 月心会宗家本部 小学１年 男子 
八尾　彩月 やお　いつき 140 31 月心会宗家本部 小学３年　男子　27kg以上

健成会 2
永島　隼都 ながしま　はやと 120 20 健成会 幼児　年長男子
樋高　由樹 ひだか　ゆうき 137 33 健成会 小学５年　男子　37kg未満

拳友会　土浦本部 24
仲川　昇汰 なかがわ　しょうた 112 18 拳友会　土浦本部 幼児　年長男子
荒井　ひめ乃 あらい　ひめの 115 20 拳友会　土浦本部 幼児　年中女子
天下井　悠真 あまがい　ゆうま 117 20 拳友会　土浦本部 小学１年 男子 
小沼　瑞祈 おぬま　みずき 117 20.5 拳友会　土浦本部 小学１年 男子 
秋山　蓮 あきやま　れん 118 21 拳友会　土浦本部 小学１年 男子 
沼田　周羅 ぬまた　ちから 110 19 拳友会　土浦本部 小学１年 男子 
酒井　駿帄 さかい　ゆうほ 128 21 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
橋本　悠紀 はしもと　はるき 123 25 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
荒井　一輝 あらい　いっき 132 24 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
豊島　怜央 とよしま　れお 129 28 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
山北　澪歩 やまきた　れお 123 23 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
小島　太志 こじま　たいし 129 26 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
七野　然 しちの　ぜん 122 22 拳友会　土浦本部 小学２年　男子
三浦　岳人 みうら　がくと 134 38 拳友会　土浦本部 小学３年　男子　27kg以上
鈴木　杏菜 すずき　あんな 122 22 拳友会　土浦本部 小学３年　女子　27kg未満
秋山　凜 あきやま　りん 125.5 25 拳友会　土浦本部 小学３年　女子　27kg未満
吉川　梓 よしかわ　あずさ 130.5 27 拳友会　土浦本部 小学３年　女子　27kg以上



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
沼田　瑠一 ぬまた　りゅういち 130 28 拳友会　土浦本部 小学４年　男子　32kg未満
髙木　龍心 たかぎ　りゅうしん 131 30 拳友会　土浦本部 小学４年　男子　32kg未満
市川　風香 いちかわ　ふうか 147 41 拳友会　土浦本部 小学４年　女子　32kg以上
鈴木　拓未 すずき　たくみ 144 35 拳友会　土浦本部 小学５年　男子　37kg未満
皆川　遼太朗 みなかわ　りょうたろう 144 33 拳友会　土浦本部 小学５年　男子　37kg未満
山畑　龍人 やまはた　りゅうと 136 39.5 拳友会　土浦本部 小学５年　男子　37kg以上
飯田　蓮 いいだ　れん 145 36 拳友会　土浦本部 小学６年　男子　43kg未満

拳友会 3
木村　麟 きむら　りん 122 23 拳友会 小学３年　男子　27kg未満
高野　優希 たかの　ゆうき 130 30 拳友会 小学３年　男子　27kg以上
海老原　功樹 えびはら　こうき 137 34 拳友会 小学３年　男子　27kg以上

桜塾 29
氏原　陸登 うじはら　りくと 110 17 桜塾 幼児　年中男子
山﨑　星蘭 やまざき　きら 120 24 桜塾 幼児　年長女子
髙橋　大空 たかはし　そら 125 23 桜塾 小学１年 男子 
山口　来希昌 やまぐち　るきあ 116 21 桜塾 小学１年 男子 
坂井　涼 さかい　りょう 123 23 桜塾 小学２年　男子
久保田　優海 くぼた　ゆうな 124 23 桜塾 小学２年　女子
岡田　葵 おかだ　あおい 133 34 桜塾 小学２年　女子
伊藤　大晟 いとう　たいせい 125 25 桜塾 小学３年　男子　27kg未満
布川　晃基 ふかわ　こうき 127 26.9 桜塾 小学３年　男子　27kg未満
浅井　日葉利 あさい　ひより 127 26.5 桜塾 小学３年　女子　27kg未満
木村　萌那 きむら　もな 142 33 桜塾 小学３年　女子　27kg以上
浅井　寛武 あさい　ひろむ 137 31 桜塾 小学４年　男子　32kg未満
氏原　涼太 うじはら　りょうた 129 24 桜塾 小学４年　男子　32kg未満
和田　晃輝 わだ　こうき 138 30.5 桜塾 小学４年　男子　32kg未満
氏原　隆 うじはら　りゅう 140 46 桜塾 小学４年　男子　32kg以上
久保田　大冶 くぼた　だいち 137 38 桜塾 小学４年　男子　32kg以上
山口　隼昌 やまぐち　とあ 146 36 桜塾 小学４年　男子　32kg以上
大塚　湖々呂 おおつか　こころ 137 28 桜塾 小学４年　女子　32kg未満
尾原　武人 おばら　たけと 142 35 桜塾 小学５年　男子　37kg未満
岡本　陸 おかもと　りく 142 36.5 桜塾 小学５年　男子　37kg未満
氏原　羽欄 うじはら　うらん 140 29 桜塾 小学５年　女子　37kg未満
山﨑　優海 やまざき　ゆうみ 150 37 桜塾 小学６年　男子　43kg未満
山口　栞晴 やまぐち　りせ 146 36 桜塾 小学６年　女子　43kg未満
氏原　優里 うじはら　ゆうり 143 33 桜塾 小学６年　女子　43kg未満
磯部　晏里 いそべ　あんり 146 43 桜塾 中学女子　45kg未満 湖東中学校
馬場　大雅 ばば　たいが 158 44 桜塾 中学男子　45kg未満 羽島中学校
布川　大喜 ふかわ　だいき 162 49 桜塾 中学男子　55kg未満 穂積中学校
二羽　駆 にわ　かける 162 50 桜塾 中学男子　55kg未満 大垣市立西部中学校
尾原　正人 おばら　まさと 165 54 桜塾 中学男子　55kg未満 大垣市立赤坂中学校

桜琳塾 2
村上　魁斗 むらかみ　かいと 138 42 桜琳塾 小学５年　男子　37kg以上
村上　莉菜 むらかみ　りな 154 43.4 桜琳塾 中学女子　45kg未満 利根町立利根中学校

桜琳塾　我孫子 4
池野　成樹 いけの　なるき 130 26 桜琳塾　我孫子 小学３年　男子　27kg未満
中嶋　駿 なかじま　しゅん 150.5 43 桜琳塾　我孫子 小学５年　男子　37kg以上
五十嵐　広稜 いがらし　こうりょう 153 41 桜琳塾　我孫子 小学６年　男子　43kg未満
相良　雄行 さがら　たかゆき 171 68 桜琳塾　我孫子 中学男子　65kg以上 我孫子市立我孫子中学校

士衛塾　山梨 8
江間　聖 えま　たから 118 21 士衛塾　山梨 幼児　年長男子
藤巻　明日香 ふじまき　あすか 138 34 士衛塾　山梨 小学４年　女子　32kg以上
柴山　叶 しばやま　かなう 135 35 士衛塾　山梨 小学５年　男子　37kg未満
松木　響平 まつき　きょうへい 138 43 士衛塾　山梨 小学５年　男子　37kg以上
藤巻　美琴 ふじまき　みこと 144 39 士衛塾　山梨 小学５年　女子　37kg以上
藤巻　光 ふじまき　ひかる 141 39 士衛塾　山梨 中学男子　45kg未満 甲府市立上条中学校
伊藤　龍平 いとう　りゅうへい 147 47 士衛塾　山梨 中学男子　55kg未満 笛吹市立一宮中学校
伊藤　帄单 いとう　ほなみ 158 47 士衛塾　山梨 高校女子　50kg未満 山梨県立山梨園芸高等学校

松栄塾 6
岩﨑　我門 いわさき　がもん 130 27 松栄塾 小学３年　男子　27kg以上
大澤　雄空 おおさわ　ゆうあ 145 42 松栄塾 小学４年　男子　32kg以上
佐藤　天 さとう　てん 151 40 松栄塾 小学６年　男子　43kg未満
小野崎　永吾 おのざき　えいご 153 42 松栄塾 小学６年　男子　43kg未満
大澤　海雄 おおさわ　みゆう 155 48 松栄塾 小学６年　男子　43kg以上
岩﨑　泰我 いわさき　たいが 157 46 松栄塾 小学６年　男子　43kg以上

新格闘術連盟五十嵐道場 3
小嵜　太陽 こざき　たいよう 124 27 新格闘術連盟五十嵐道場 小学２年　男子
鈴木　晃一 すずき　こういち 141 36 新格闘術連盟五十嵐道場 小学５年　男子　37kg未満
小嵜　海陸 こざき　かいり 152 52 新格闘術連盟五十嵐道場 中学男子　55kg未満 会津若松市立第４中学校

真道会鈴木道場 4
外丸　司 そとまる　つかさ 127 28.1 真道会鈴木道場 小学２年　男子
外丸　楓 そとまる　かえで 139 27.5 真道会鈴木道場 小学３年　女子　27kg以上
外丸　恭佳 そとまる　きょうか 131 28.8 真道会鈴木道場 小学４年　女子　32kg未満
外丸　亜寿香 そとまる　あすか 153 40.6 真道会鈴木道場 小学６年　女子　43kg未満

正氣塾 1
御船　有彦 みふね　ともひこ 152 50 正氣塾 小学６年　男子　43kg以上

正拳会　埼玉 1
酒井　乃碧 さかい　のあ 133 28 正拳会　埼玉 小学５年　女子　37kg未満

政志会 1
岩澤　雄真 いわさわ　ゆうま 173 91 政志会 高校男子　70kg以上 山梨県立都留高等学校

誠真会館　清瀬 1
星野　力也 ほしの　りきや 130 35 誠真会館　清瀬 小学１年 男子 

清心館 8
信沢　駿太 のぶさわ　しゅんた 124 22 清心館 小学１年 男子 
原　拓海 はら　たくみ 129 29 清心館 小学２年　男子
小原　将太郎 おばら　しょうたろう 120 20 清心館 小学２年　男子
信沢　椋平 のぶさわ　りょうへい 127 26 清心館 小学３年　男子　27kg未満
山口　紘武 やまぐち　ひろむ 135 26 清心館 小学３年　男子　27kg未満
菊地　蒔士 きくち　まきし 143 39 清心館 小学３年　男子　27kg以上



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
市川　智基 いちかわ　ともき 142 30 清心館 小学４年　男子　32kg未満
田村　一真 たむら　かずま 138 36.8 清心館 小学５年　男子　37kg未満

誠真会館　本部 1
菱沼　祐星 ひしぬま　ゆうせい 130 31 誠真会館　本部 小学２年　男子

禅真塾 3
安光　真緒 やすみつ　まお 118 20 禅真塾 幼児　年長女子
安光　拓真 やすみつ　たくま 135 31 禅真塾 小学３年　男子　27kg以上
玉生　哲也 たまお　てつや 139 40 禅真塾 小学３年　男子　27kg以上

全日本空手道真誠塾 1
中村　健成 なかむら　けんせい 133 31 全日本空手道真誠塾 小学３年　男子　27kg以上

園部道場 4
浅見　祐都 あさみ　ゆうと 117 21 園部道場 小学１年 男子 
高井　颯羽 たかい　そうは 112 20.5 園部道場 小学１年 男子 
小暮　愛水里 こぐれ　えみり 127 27 園部道場 小学３年　女子　27kg以上
吉田　昌弘 よしだ　まさひろ 141 32.5 園部道場 小学４年　男子　32kg以上

大成会館　平塚塾 8
曽木　仁大 そぎ　じんだい 115 22 大成会館　平塚塾 小学１年 男子 
下田　深山 しもだ　しんざん 117.5 21.5 大成会館　平塚塾 小学１年 男子 
内田　耀介 うちだ　ようすけ 120 18.5 大成会館　平塚塾 小学２年　男子
加藤　遼也 かとう　はるや 123 22 大成会館　平塚塾 小学２年　男子
荒井　実夏 あらい　みなつ 119 20 大成会館　平塚塾 小学２年　女子
曽木　心大 そぎ　しんだい 127 26 大成会館　平塚塾 小学３年　男子　27kg未満
内田　龍太郎 うちだ　りゅうたろう 140 27 大成会館　平塚塾 小学５年　男子　37kg未満
荒井　悠汰 あらい　ゆうた 136 30 大成会館　平塚塾 小学５年　男子　37kg未満

琢磨会 4
村上　慶 むらかみ　けい 118 23 琢磨会 小学１年 男子 
村上　廉 むらかみ　れん 125 26 琢磨会 小学３年　男子　27kg未満
熊谷　祥二郎 くまがい　しょうじろう 135 27 琢磨会 小学３年　男子　27kg以上
熊谷　栄一郎 くまがい　えいいちろう 153 37 琢磨会 小学５年　男子　37kg以上

寺西道場 14
由井　嶺海 ゆい　みなみ 110 18 寺西道場 幼児　年中男子
油井　蒼生 ゆい　あおい 127 26 寺西道場 小学３年　男子　27kg未満
由井　岳海 ゆい　たけみ 127 26.5 寺西道場 小学３年　男子　27kg未満
髙見澤　悠月 たかみざわ　ゆづき 136 34 寺西道場 小学３年　女子　27kg以上
蔦木　将吾 つたき　しょうご 137 41 寺西道場 小学４年　男子　32kg以上
清水　空 しみず　そら 143 50 寺西道場 小学４年　女子　32kg以上
高見澤　文哉 たかみざわ　ふみや 152 69 寺西道場 小学５年　男子　37kg以上
油井　亮太朗 ゆい　りょうたろう 143 36 寺西道場 小学６年　男子　43kg未満
高見澤　翔平 たかみざわ　しょうへい 155 48 寺西道場 小学６年　男子　43kg以上
雨宮　未沙 あめみや　みさ 153 50 寺西道場 中学女子　55kg未満 笛吹市立一宮中学校
小山　恵悟 こやま　けいご 165 53.5 寺西道場 中学男子　55kg未満 单牧中学校
清水　政宗 しみず　まさむね 155 52 寺西道場 中学男子　55kg未満 明野中学校
中田　累 なかだ　るい 170 98 寺西道場 高校男子　70kg以上 北杜高等学校
渡邊　俊樹 わたなべ　としき 176 77 寺西道場 高校男子　70kg以上 北杜高等学校

所沢空手クラブ 1
長田　光生 おさだ　ひろき 144 42 所沢空手クラブ 小学４年　男子　32kg以上

西山道場　千葉大宮 9
斉藤　空 さいとう　そら 107 17 西山道場　千葉大宮 幼児　年長男子
安島　ゆい あじま　ゆい 143 30 西山道場　千葉大宮 小学６年　女子　43kg未満
平岡　龍矢 ひらおか　りゅうや 161 45 西山道場　千葉大宮 中学男子　55kg未満 千葉市立大宮中学校
安島　竜司 あじま　りゅうじ 163 45 西山道場　千葉大宮 中学男子　55kg未満 千葉市立大宮中学校
平岡　恭也 ひらおか　きょうや 163 44 西山道場　千葉大宮 中学男子　55kg未満 千葉市立大宮中学校
奈須　政和 なす　まさかず 162 62 西山道場　千葉大宮 中学男子　65kg未満 佐倉市立根郷中学校
安島　和輝 あじま　かずき 161 45 西山道場　千葉大宮 高校男子　60kg未満 千葉県立若松高等学校
平岡　翔吾 ひらおか　しょうご 170 68 西山道場　千葉大宮 高校男子　70kg未満 千葉県立千葉单高等学校
高田　晃志 たかだ　こうじ 178 75 西山道場　千葉大宮 高校男子　70kg以上 千葉県立千城台高等学校

日本空手道大胡道場 1
大渕　和輝 おおふち　かずき 136 27.4 日本空手道大胡道場 小学３年　男子　27kg以上

ノーティーカラテアカデミー 8
近藤　翔空 こんどう　かける 110 15.5 ノーティーカラテアカデミー 幼児　年長男子
中村　愛煕 なかむら　まなき 125 25 ノーティーカラテアカデミー 小学２年　男子
近藤　海翔 こんどう　かいと 125 23.5 ノーティーカラテアカデミー 小学２年　男子
松村　聡志 まつむら　さとし 130 24 ノーティーカラテアカデミー 小学３年　男子　27kg未満
糸谷　佳幸 いとや　よしゆき 148 37 ノーティーカラテアカデミー 小学６年　男子　43kg未満
峯　和香奈 みね　わかな 140 34 ノーティーカラテアカデミー 小学６年　女子　43kg未満
糸谷　文菜 いとや　あやな 155 51 ノーティーカラテアカデミー 中学女子　55kg以上 柏原中学校
山田　省吾 やまだ　しょうご 165 53.5 ノーティーカラテアカデミー 中学男子　55kg未満 愛知県春日井市立柏原中学校

飛心会 12
永井　秀 ながい　しゅう 100 18 飛心会 幼児　年中男子
宮脇　心愛 みやわき　このあ 111 20 飛心会 幼児　年長女子
小野　遥翔 おの　はると 123 23 飛心会 小学１年 男子 
乗光　星来 のりみつ　せら 119 21.5 飛心会 小学２年　男子
永井　励 ながい　れい 120 23 飛心会 小学２年　男子
宮脇　志温 みやわき　しおん 127 26 飛心会 小学２年　男子
向井　菜々美 むかい　ななみ 133.4 32 飛心会 小学２年　女子
和田　諍里奈 わだ　せりな 126 26 飛心会 小学３年　女子　27kg未満
長田　大輝 ながた　だいき 136 29 飛心会 小学４年　男子　32kg未満
和田　琉聖 わだ　りゅうき 140 36 飛心会 小学５年　男子　37kg未満
田村　隆二 たむら　りゅうじ 149 43 飛心会 小学５年　男子　37kg以上
赤木　莉杏子 あかぎ　りなこ 150 42 飛心会 小学６年　女子　43kg未満

飛馬道場 9
永井　ななみ ながい　ななみ 120 24 飛馬道場 幼児　年長女子
永井　竜也 ながい　りゅうや 135 36.5 飛馬道場 小学３年　男子　27kg以上
宮川　大樹 みやがわ　だいき 145 36 飛馬道場 小学５年　男子　37kg未満
佐藤　優月 さとう　ゆづき 150 33 飛馬道場 小学５年　女子　37kg未満
永井　梓紗 ながい　あずさ 143 39 飛馬道場 小学５年　女子　37kg以上
松崎　隆希 まつざき　りゅうき 143 38 飛馬道場 小学６年　男子　43kg未満
宮川　雄大 みやがわ　ゆうだい 153.5 53 飛馬道場 小学６年　男子　43kg以上
鴨田　唯香 かもだ　ゆいか 145 39 飛馬道場 中学女子　45kg未満 久里浜中学校



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
佐藤　純夏 さとう　じゅんな 165 47 飛馬道場 中学女子　55kg未満 大矢部中学校

白蓮会館　東京 2
西島　来哉 にしじま　らいや 139 32 白蓮会館　東京 小学３年　男子　27kg以上
西島　嘉汰 にしじま　かんた 167 62 白蓮会館　東京 小学６年　男子　43kg以上

白蓮会館　山梨 1
秋山　達貴 あきやま　たつき 173 73 白蓮会館　山梨 高校男子　70kg以上 甲府商業高等学校

平川道場 2
山田　達也 やまだ　たつや 138 30 平川道場 小学５年　男子　37kg未満
山田　翔太 やまだ　しょうた 159 48 平川道場 小学６年　男子　43kg以上

武神　佐藤道場 1
加藤　貴大 かとう　たかひろ 163 63 武神　佐藤道場 小学６年　男子　43kg以上

武心塾 14
岡村　真緒 おかむら　まお 107 14 武心塾 幼児　年中女子
岡村　光央 おかむら　みお 131 36 武心塾 小学１年　女子
中村　太亮 なかむら　たろう 135 32 武心塾 小学３年　男子　27kg以上
澤栗　俊輔 さわぐり　しゅんすけ 136 30 武心塾 小学４年　男子　32kg未満
岡村　安未 おかむら　あみ 142 35 武心塾 小学４年　女子　32kg以上
道端　優弥 みちはた　ゆうや 151.5 39 武心塾 小学５年　男子　37kg以上
篠﨑　万由実 しのざき　まゆみ 162 53 武心塾 中学女子　55kg未満 つくし野中学校
穂積　夢李亜 ほづみ　ゆりあ 154 53 武心塾 中学女子　55kg未満 町田市立单中学校
穂積　樹李亜 ほづみ　じゅりあ 148 45 武心塾 中学女子　55kg未満 町田市立单中学校
竹内　麟太郎 たけうち　りんたろう 155 43 武心塾 中学男子　45kg未満 横浜市立奈良中学校
加藤　宏武 かとう　ひろむ 156 40.5 武心塾 中学男子　45kg未満 町田市立单中学校
佐藤　雅紀 さとう　まさき 157 46 武心塾 中学男子　55kg未満 单成瀬中学校
下村　真道 しもむら　まさみち 160 54.9 武心塾 中学男子　55kg未満 町田市立单中学校
澤栗　光輝 さわぐり　こうき 166 57 武心塾 中学男子　65kg未満 町田市立成瀬台中学校

真樹道場　城西 3
森口　涼介 もりぐち　りょうすけ 123 26 真樹道場　城西 小学２年　男子
岡崎　隆太 おかざき　りゅうた 130 30 真樹道場　城西 小学３年　男子　27kg以上
鈴木　駿太 すずき　しゅんた 133 25 真樹道場　城西 小学４年　男子　32kg未満

宮川道場 2
花輪　萌香 はなわ　もえか 145 35 宮川道場 小学５年　女子　37kg未満
渡辺　優花 わたなべ　ゆうか 149 40 宮川道場 中学女子　45kg未満 笛单中

宮本道場 15
菊池　亜門 きくち　あもん 121.5 23.5 宮本道場 幼児　年長男子
高橋　李屯 たかはし　りひと 126 25 宮本道場 小学１年 男子 
野中　優翔 のなか　ゆうき 139 37 宮本道場 小学２年　男子
木村　稲吾 きむら　とうご 137 32 宮本道場 小学３年　男子　27kg以上
波平　楓 なみひら　かえで 124 29 宮本道場 小学３年　男子　27kg以上
野中　遥香 のなか　はるか 139 34 宮本道場 小学３年　女子　27kg以上
菊池　颯 きくち　はやて 140 37 宮本道場 小学４年　男子　32kg以上
中村　海聖 なかむら　かいと 148 40 宮本道場 小学４年　男子　32kg以上
渡辺　達也 わたなべ　たつや 145 50 宮本道場 小学５年　男子　37kg以上
木村　圭吾 きむら　けいご 153 42 宮本道場 中学男子　45kg未満 青稜中学高等学校
上田　幹之 うえだ　もとゆき 163 57 宮本道場 中学男子　65kg未満 川崎市立富士見中学校
真澄　将 ますみ　しょう 170 59.9 宮本道場 高校男子　60kg未満 川崎市立川崎高等学校
森田　和樹 もりた　かずき 169 59.5 宮本道場 高校男子　60kg未満 神奈川県立大師高等学校
斎藤　雅也 さいとう　まさや 167 59 宮本道場 高校男子　60kg未満 東京高等学校
森田　奈男樹 もりた　なおき 173 69.8 宮本道場 高校男子　70kg未満 川崎市立橘高等学校

大和塾 5
亀井　政希 かめい　まさき 143 42 大和塾 小学４年　男子　32kg以上
柏木　鉄平 かしわぎ　てっぺい 153 38 大和塾 小学６年　男子　43kg未満
葛西　里佳 かさい　りか 150 36 大和塾 小学６年　女子　43kg未満
篠田　春香 しのだ　はるか 152.5 41 大和塾 小学６年　女子　43kg未満
深見　真有 ふかみ　まゆ 151 41 大和塾 小学６年　女子　43kg未満

遊撃館 6
水貝　蓮 みずかい　れん 133 28 遊撃館 小学５年　男子　37kg未満
西　秀高 にし　ひでたか 141 38 遊撃館 小学５年　男子　37kg以上
石綿　祐斗 いしわた　ゆうと 139 46 遊撃館 小学５年　男子　37kg以上
石綿　信樹 いしわた　のぶき 160 45 遊撃館 中学男子　45kg未満 鹿嶋市立大野中学校
西　善和 にし　よしかず 162 56 遊撃館 高校男子　60kg未満 茨城県立潮来高等学校
内野　誠 うちの　まこと 162 55 遊撃館 高校男子　60kg未満 千葉県立佐原高等学校

友心会 1
佐藤　孝哉 さとう　たかや 132 29 友心会 小学３年　男子　27kg以上

雄飛会 1
那須川　天心 なすかわ　てんしん 145 37 雄飛会 小学６年　男子　43kg未満

流心館 1
曽川　陸叶 そがわ　りくと 126 24.5 流心館 小学１年 男子 

義和流拳法 9
阿部　優心 あべ　ゆうしん 110 19 義和流拳法 幼児　年長男子
榊原　朊毅 さかきばら　ともき 132 29 義和流拳法 小学２年　男子
加藤　心直 かとう　しんた 128 26.9 義和流拳法 小学３年　男子　27kg未満
羽田野　和音 はたの　かずね 130 29 義和流拳法 小学３年　男子　27kg以上
岩崎　愛未 いわさき　あみ 126 26.8 義和流拳法 小学３年　女子　27kg未満
加茂　直樹 かも　なおき 125.5 24.3 義和流拳法 小学４年　男子　32kg未満
下川　大輔 しもかわ　だいすけ 140 47 義和流拳法 小学４年　男子　32kg以上
若林　巧人 わかばやし　たくと 140 47 義和流拳法 小学４年　男子　32kg以上
榊原　里奈 さかきばら　りな 144 33 義和流拳法 小学５年　女子　37kg未満

極真会館　千葉県田中道場 31
榎本　空透 えのもと　くうと 106 17 極真会館　千葉県田中道場 幼児　年中男子
田中　健 たなか　けん 116 19 極真会館　千葉県田中道場 幼児　年中男子
増田　圭亮 ますだ　けいすけ 116 21 極真会館　千葉県田中道場 幼児　年長男子
田中　勇利 たなか　ゆうり 131 27 極真会館　千葉県田中道場 小学１年 男子 
菊地　真己人 きくち　まこと 127 33 極真会館　千葉県田中道場 小学１年 男子 
大多和　星也 おおたわ　せいや 127 26 極真会館　千葉県田中道場 小学２年　男子
長谷川　広騎 はせがわ　こうき 124 24 極真会館　千葉県田中道場 小学３年　男子　27kg未満
永嶋　克成 ながしま　かつなり 137 31 極真会館　千葉県田中道場 小学３年　男子　27kg以上
菊地　諄弥 きくち　しゅんや 132 34 極真会館　千葉県田中道場 小学３年　男子　27kg以上
秋葉　紗希 あきば　さき 125 22 極真会館　千葉県田中道場 小学３年　女子　27kg未満



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
長谷川　そら はせがわ　そら 136 29 極真会館　千葉県田中道場 小学３年　女子　27kg以上
鶴岡　楓真 つるおか　ふうま 127 31 極真会館　千葉県田中道場 小学４年　男子　32kg未満
山口　幸輝 やまぐち　こうき 134 33 極真会館　千葉県田中道場 小学４年　男子　32kg以上
青木　卓也 あおき　たくや 135 38 極真会館　千葉県田中道場 小学４年　男子　32kg以上
中薗　綾乃 なかぞの　あやの 136 31 極真会館　千葉県田中道場 小学４年　女子　32kg未満
石原　宙 いしはら　そら 144 33 極真会館　千葉県田中道場 小学５年　男子　37kg未満
秋葉　晃希 あきば　こうき 139 30 極真会館　千葉県田中道場 小学５年　男子　37kg未満
野崎　太志 のざき　ふとし 139 46 極真会館　千葉県田中道場 小学５年　男子　37kg以上
武田　臨 たけだ　りん 150 51 極真会館　千葉県田中道場 小学５年　男子　37kg以上
中薗　雄介 なかぞの　ゆうすけ 147 34 極真会館　千葉県田中道場 小学６年　男子　43kg未満
松下　武 まつした　たける 145 33 極真会館　千葉県田中道場 小学６年　男子　43kg未満
高橋　成蓮 たかはし　せれん 145 36 極真会館　千葉県田中道場 小学６年　男子　43kg未満
菊地　康暉 きくち　こうき 150 46 極真会館　千葉県田中道場 小学６年　男子　43kg以上
長谷川　由海 はせがわ　ゆうみ 147 41 極真会館　千葉県田中道場 小学６年　女子　43kg未満
佐藤　エリカ さとう　えりか 155 48 極真会館　千葉県田中道場 中学女子　55kg未満 千葉市立生浜中学校
福田　一也 ふくだ　かずや 154 41 極真会館　千葉県田中道場 中学男子　45kg未満 千葉県富士見中学校
大塚　勇太 おおつか　ゆうた 152 43.4 極真会館　千葉県田中道場 中学男子　55kg未満 千葉市立有吉中学校
山野　雅貴 やまの　まさき 162 58 極真会館　千葉県田中道場 中学男子　65kg未満 千葉市立泉谷中学校
木村　真鈴 きむら　まりん 152 49.9 極真会館　千葉県田中道場 高校女子　50kg未満 千葉県立大原高等学校
尾前　裕崇 おまえ　ひろたか 177 79 極真会館　千葉県田中道場 高校男子　70kg以上 千葉県立千葉工業高等学校
河野　和裕 こうの　かずひろ 177.5 95 極真会館　千葉県田中道場 高校男子　70kg以上 千葉県立茂原樟陽高等学校

極真会館　釘嶋道場 3
秋山　竜馬 あきやま　りょうま 130 27 極真会館　釘嶋道場 小学３年　男子　27kg以上
安齋　和磨 あんざい　かずま 139 29 極真会館　釘嶋道場 小学５年　男子　37kg未満
水嶋　美波 みずしま　みなみ 148 36 極真会館　釘嶋道場 小学６年　女子　43kg未満

極真会館　浜井派　内灘 2
本田　善成 ほんだ　よしなり 121 22 極真会館　浜井派　内灘 小学１年 男子 
本田　奈菜 ほんだ　なな 129 27 極真会館　浜井派　内灘 小学４年　女子　32kg未満

極真会館　浜井派　辰口 2
竹吉　帝 たけよし　てい 126 26.8 極真会館　浜井派　辰口 小学３年　男子　27kg未満
竹吉　杏 たけよし　あん 133 31.5 極真会館　浜井派　辰口 小学４年　女子　32kg未満

極真会館坂本道場 7
渡邊　太一 わたなべ　たいち 140 44 極真会館坂本道場 小学４年　男子　32kg以上
宮本　葵央 みやもと　きひろ 136 33 極真会館坂本道場 小学４年　男子　32kg以上
越田　啓介 こしだ　けいすけ 135 36 極真会館坂本道場 小学４年　男子　32kg以上
戸叶　龍也 とかの　りゅうや 146 38 極真会館坂本道場 小学５年　男子　37kg以上
増田　源太郎 ますだ　げんたろう 153 54 極真会館坂本道場 小学５年　男子　37kg以上
椿　力哉 つばき　りきや 158 49.2 極真会館坂本道場 中学男子　55kg未満 横浜市立東山田中学校
仲上　龍馬 なかがみ　りょうま 172 59.5 極真会館坂本道場 中学男子　65kg未満 横浜市立東山田中学校

極真会館坂本道場　港北 4
宮本　皐央 みやもと　さひろ 116 23 極真会館坂本道場　港北 幼児　年長男子
宮内　蓮 みやうち　れん 120 21 極真会館坂本道場　港北 小学１年 男子 
増田　優作 ますだ　ゆうさく 121 22 極真会館坂本道場　港北 小学１年 男子 
豊永　勇次 とよなが　ゆうじ 149 39 極真会館坂本道場　港北 中学男子　45kg未満 東山田中学校

極真会館坂本道場　座間 8
渡部　雄輝 わたなべ　ゆうき 130 29 極真会館坂本道場　座間 小学３年　男子　27kg以上
田辺　嵐志 たなべ　あらし 130 28 極真会館坂本道場　座間 小学３年　男子　27kg以上
原　鉄馬 はら　てつま 136 30 極真会館坂本道場　座間 小学３年　男子　27kg以上
清水　聖樹 きよみず　まさき 138 38 極真会館坂本道場　座間 小学３年　男子　27kg以上
倉本　雄太 くらもと　ゆうた 142 33 極真会館坂本道場　座間 小学５年　男子　37kg未満
安武　佑悟 やすたけ　ゆうご 141 39 極真会館坂本道場　座間 小学５年　男子　37kg以上
渡部　恭太 わたなべ　きょうた 149 47 極真会館坂本道場　座間 小学５年　男子　37kg以上
安武　伶真 やすたけ　りょうま 162.5 63 極真会館坂本道場　座間 中学男子　65kg未満 座間市立单中学校

極真会館坂本道場　東京城東 16
藤森　弦 ふじもり　げん 106 17 極真会館坂本道場　東京城東 幼児　年中男子
松下　悠成 まつした　ゆうせい 108 17.5 極真会館坂本道場　東京城東 幼児　年長男子
高橋　拓人 たかはし　たくと 120 20 極真会館坂本道場　東京城東 小学１年 男子 
山口　舞 やまぐち　まい 122 25 極真会館坂本道場　東京城東 小学１年　女子
久保田　優希 くぼた　ゆうき 118 22 極真会館坂本道場　東京城東 小学２年　男子
藤森　未琴 ふじもり　みこと 123 22 極真会館坂本道場　東京城東 小学２年　女子
松下　悠登 まつした　ゆうと 127 26 極真会館坂本道場　東京城東 小学３年　男子　27kg未満
藤森　丈 ふじもり　じょう 137 32 極真会館坂本道場　東京城東 小学４年　男子　32kg以上
岩淵　彪 いわぶち　ひょう 131 30 極真会館坂本道場　東京城東 小学５年　男子　37kg未満
小泉　謙伸 こいずみ　けんしん 142 44 極真会館坂本道場　東京城東 小学５年　男子　37kg以上
藤森　凌太 ふじもり　りょうた 145 31 極真会館坂本道場　東京城東 小学６年　男子　43kg未満
柳生　将太 やぎゅう　しょうた 160 58 極真会館坂本道場　東京城東 小学６年　男子　43kg以上
髙木　琴伽 たかぎ　ことか 156 44 極真会館坂本道場　東京城東 小学６年　女子　43kg以上
山口　涼 やまぐち　りょう 159 48 極真会館坂本道場　東京城東 中学男子　55kg未満 葛飾区立新小岩中学校
伊藤　拳也 いとう　けんや 173 107 極真会館坂本道場　東京城東 中学男子　65kg以上 上平井中学校
高木　貴一 たかぎ　きいち 170 58 極真会館坂本道場　東京城東 高校男子　60kg未満 葛飾野高等学校

極真会館坂本道場　大平 7
三柴　拓海 みしば　たくみ 120 24 極真会館坂本道場　大平 小学１年 男子 
福地　璃乙 ふくち　りお 110 20 極真会館坂本道場　大平 小学１年　女子
上岡　璃来 かみおか　りく 120 24 極真会館坂本道場　大平 小学２年　男子
並里　怜夜 なみざと　れいや 121 23 極真会館坂本道場　大平 小学２年　男子
小林　陽人 こばやし　はると 122 23 極真会館坂本道場　大平 小学２年　男子
粂川　美空 くめかわ　みく 129 29.9 極真会館坂本道場　大平 小学３年　女子　27kg以上
福田　将斗 ふくだ　しょうと 161 51 極真会館坂本道場　大平 中学男子　55kg未満 岩船町立岩船中学校

極真会館坂本道場　栃木 9
石澤　大輝 こくざわ　ひろき 116 23 極真会館坂本道場　栃木 小学１年 男子 
高橋　良朊 たかはし　よしとも 130 28 極真会館坂本道場　栃木 小学２年　男子
前田　恭佑 まえだ　きょうすけ 122 23 極真会館坂本道場　栃木 小学２年　男子
田口　裕雅 たぐち　ゆうが 148 43 極真会館坂本道場　栃木 小学４年　男子　32kg以上
持田　稜介 もちだ　りょうすけ 137 31 極真会館坂本道場　栃木 小学５年　男子　37kg未満
吉澤　紗央里 よしざわ　さおり 129 27 極真会館坂本道場　栃木 小学５年　女子　37kg未満
和田　小梅 わだ　こうめ 140 47 極真会館坂本道場　栃木 小学５年　女子　37kg以上
福田　美月 ふくだ　みづき 161 53 極真会館坂本道場　栃木 中学女子　55kg未満 岩船町立岩船中学校
吉澤　明香里 よしざわ　あかり 149 46 極真会館坂本道場　栃木 中学女子　55kg未満 栃木県岩船中学校

極真会館坂本道場　栃木　真岡 8



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
石川　あいり いしかわ　あいり 120 20 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学２年　女子
高瀬　氣穂 たかせ　きほ 128 26.5 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学３年　女子　27kg未満
大久　鈴乃 おおひさ　すずの 135 28 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学４年　女子　32kg未満
福田　勝紀 ふくだ　まさき 151 66 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学５年　男子　37kg以上
鹿沼　崇虎 かぬま　たかと 147 37 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学６年　男子　43kg未満
大久　竜平 おおひさ　りょうへい 145 36 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学６年　男子　43kg未満
石川　涼介 いしかわ　りょうすけ 152 37 極真会館坂本道場　栃木　真岡 小学６年　男子　43kg未満
髙瀬　美殊 たかせ　みこと 156 75 極真会館坂本道場　栃木　真岡 中学女子　55kg以上 芳賀中学校

極真館　中浦和道場 1
大戸　日向 おおと　ひなた 120 22 極真館　中浦和道場 小学１年 男子 

極真館　鳩ヶ谷支部 2
菅野　駿 すがの　しゅん 130 28 極真館　鳩ヶ谷支部 小学３年　男子　27kg以上
高野　美帄 たかの　みほ 152 45 極真館　鳩ヶ谷支部 小学５年　女子　37kg以上

極真館　武蔵中央 3
齋藤　寛志 さいとう　かんじ 129 26.8 極真館　武蔵中央 小学４年　男子　32kg未満
田島　陽斗 たじま　あきと 137 34.3 極真館　武蔵中央 小学４年　男子　32kg以上
加島　一也 かしま　かずや 160 59.9 極真館　武蔵中央 高校男子　60kg未満 埼玉県立越生高等学校

空拳道誠心会 4
瀧本　一樹 たきもと　かずき 131.5 27.2 空拳道誠心会 小学４年　男子　32kg未満
角田　弧单 つのだ　こなん 133 28.5 空拳道誠心会 小学４年　男子　32kg未満
角田　宇蘭 つのだ　うらん 143 34.5 空拳道誠心会 小学６年　男子　43kg未満
中里　弘樹 なかざと　ひろき 147 39 空拳道誠心会 小学６年　男子　43kg未満

拳友会　神栖 10
今井　憲臣 いまい　けんしん 119 23 拳友会　神栖 幼児　年長男子
鈴木　颯太 すずき　そうた 122 23 拳友会　神栖 小学１年 男子 
杉沢　单海 すぎさわ　みなみ 120 23 拳友会　神栖 小学１年　女子
山中　紀愛 やまなか　のあ 120 21 拳友会　神栖 小学１年　女子
今井　悠憲 いまい　ゆうけん 122 23 拳友会　神栖 小学２年　男子
原田　歩 はらだ　あゆむ 139 40 拳友会　神栖 小学４年　男子　32kg以上
田山　龍斗 たやま　りゅうと 138 57 拳友会　神栖 小学４年　男子　32kg以上
木之内　星矢 きのうち　せいや 135 33 拳友会　神栖 小学４年　男子　32kg以上
海老原　広樹 えびはら　ひろき 148 65 拳友会　神栖 小学５年　男子　37kg以上
赤津　有希 あかつ　ゆうき 143 44 拳友会　神栖 小学５年　男子　37kg以上

拳摯会 13
井上　裕陽 いのうえ　ゆうや 126 25 拳摯会 幼児　年長男子
村山　皓紀 むらやま　こうき 109 17 拳摯会 幼児　年長男子
熊倉　水稀 くまくら　みずき 111.8 18.5 拳摯会 幼児　年長男子
奥山　恵唯 おくやま　めい 112 19 拳摯会 幼児　年長女子
秋山　凜大 あきやま　りんだい 120 23 拳摯会 小学１年 男子 
村山　智哉 むらやま　ともや 122 23 拳摯会 小学１年 男子 
熊倉　夕詩 くまくら　ゆうた 117 20 拳摯会 小学１年 男子 
稲田　翔太朗 いなだ　しょうたろう 130 25 拳摯会 小学１年 男子 
武田　夏空 たけだ　なつたか 120 20 拳摯会 小学２年　男子
池田　貫将 いけだ　かんた 129 25 拳摯会 小学３年　男子　27kg未満
稲田　菜摘 いなだ　なつみ 140 28 拳摯会 小学３年　女子　27kg以上
鈴木　空 すずき　そら 131 29 拳摯会 小学４年　男子　32kg未満
武田　聡一 たけだ　そういち 150 50 拳摯会 小学６年　男子　43kg以上

桜琳塾　利根 7
細越　竜之介 ほそこし　りゅうのすけ 117 21 桜琳塾　利根 幼児　年長男子
河村　虎徹 かわむら　こてつ 125 25 桜琳塾　利根 小学１年 男子 
中川　滉斗 なかがわ　ひろと 143 41 桜琳塾　利根 小学４年　男子　32kg以上
薄井　日出登 うすい　ひでと 143 47 桜琳塾　利根 小学５年　男子　37kg以上
山本　楓 やまもと　かえで 138 36 桜琳塾　利根 小学５年　男子　37kg未満
杉野　多聞 すぎの　たもん 134 31 桜琳塾　利根 小学５年　男子　37kg未満
中川　瑞基 なかがわ　みずき 154 41 桜琳塾　利根 中学男子　45kg未満 利根中学校

桜琳塾　取手 2
塚本　康太 つかもと　こうた 142 35.5 桜琳塾　取手 小学５年　男子　37kg未満
岡本　尚也 おかもと　なおや 154 39 桜琳塾　取手 小学６年　男子　43kg未満

士衛塾 29
滝澤　大心 たきざわ　たいしん 122 22 士衛塾 小学１年 男子 
永井　沙也加 ながい　さやか 116 20 士衛塾 幼児　年長女子
菅原　修悟 すがわら　しゅうご 130.5 25.5 士衛塾 小学１年 男子 
金田　萌杏 かねだ　もあ 128 28 士衛塾 小学１年　女子
佐藤　日向子 さとう　ひなこ 115 18 士衛塾 小学１年　女子
佐久間　凱 さくま　がい 129 26 士衛塾 小学２年　男子
渡辺　凜太郎 わたなべ　りんたろう 132 28 士衛塾 小学２年　男子
五十嵐　充 いがらし　みつる 124 28 士衛塾 小学２年　男子
外山　浩一朗 とやま　こういちろう 136 27 士衛塾 小学２年　男子
小林　麗於菜 こばやし　れおな 124 32 士衛塾 小学２年　女子
佐藤　優人 さとう　ゆうと 124 26 士衛塾 小学３年　男子　27kg未満
島　龍徒 しま　りゅうと 127 26 士衛塾 小学３年　男子　27kg未満
猪飼　真央 いかい　まお 142 34 士衛塾 小学３年　男子　27kg以上
滝澤　陸弥 たきざわ　りくや 145 37 士衛塾 小学３年　男子　27kg以上
浅見　好 あさみ　このみ 126 26 士衛塾 小学３年　女子　27kg未満
西潟　星来 にしがた　せいら 137 29 士衛塾 小学３年　女子　27kg以上
滝沢　栄吉 たきざわ　えいきち 130 29 士衛塾 小学４年　男子　32kg未満
金田　零央 かねだ　れお 147 40 士衛塾 小学４年　男子　32kg以上
石井　波琉輝 いしい　はるき 142 33 士衛塾 小学４年　男子　32kg以上
小林　斗樹於 こばやし　ときお 143 43 士衛塾 小学４年　男子　32kg以上
渡邉　大地 わたなべ　だいち 139 48 士衛塾 小学４年　男子　32kg以上
高坂　龍己 たかさか　りゅうき 128 28 士衛塾 小学５年　男子　37kg未満
阿部　祥大 あべ　しょうた 148 42 士衛塾 小学５年　男子　37kg以上
松山　大雅 まつやま　たいが 146 37 士衛塾 小学５年　男子　37kg以上
浅見　和 あさみ　なごみ 140 31 士衛塾 小学５年　女子　37kg未満
猪飼　令央 いかい　れお 156 37 士衛塾 小学６年　男子　43kg未満
五十嵐　猛 いがらし　たける 154 58 士衛塾 小学６年　男子　43kg以上
佐久間　凪 さくま　なぎ 160 43 士衛塾 中学女子　45kg未満 阿賀町立三川中学校
伊藤　里紗 いとう　りさ 151 49.5 士衛塾 高校女子　50kg未満 学校法人大彦学園　開志学園高等学校

士衛塾　石川 6



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
寺崎　裕遊 てらさき　ゆんゆ 123 23 士衛塾　石川 小学１年　女子
神田　昻季 かんだ　こうき 150 39 士衛塾　石川 小学５年　男子　37kg以上
澤谷　大樹 さわたに　たいき 155 47 士衛塾　石川 小学５年　男子　37kg以上
寺崎　昇龍 てらさき　りゅう 162 52 士衛塾　石川 中学男子　55kg未満 清泉中学校
寺崎　烈心 てらさき　れつ 166 52 士衛塾　石川 高校男子　60kg未満 中央高等学校
澤谷　龍也 さわたに　たつや 172 58 士衛塾　石川 中学男子　65kg未満 金沢市立城单中学校

志優会 11
原田　つばさ はらだ　つばさ 135 32 志優会 小学２年　男子
八木　隼斗 やぎ　はやと 128 26 志優会 小学３年　男子　27kg未満
土屋　祐海 つちや　ひろみ 133 26 志優会 小学３年　男子　27kg未満
池田　大晟 いけだ　たいせい 130 33 志優会 小学３年　男子　27kg以上
土屋　拓海 つちや　たくみ 143 34 志優会 小学６年　男子　43kg未満
奥田　悠太 おくだ　ゆうた 152 38 志優会 小学６年　男子　43kg未満
池田　凌斗 いけだ　りょうと 144 36 志優会 小学６年　男子　43kg未満
林　悠樹 はやし　ゆうき 146 45 志優会 小学６年　男子　43kg以上
近藤　大樹 こんどう　だいき 164 53 志優会 小学６年　男子　43kg以上
岩崎　菜緒 いわさき　なお 142 40 志優会 小学６年　女子　43kg未満
相川　竜真 あいかわ　りょうま 167 54 志優会 高校男子　60kg未満 都立拓真高等学校

秋山道場 6
髙島　享 たかしま　きょう 130 26.5 秋山道場 小学３年　男子　27kg以上
八板　和花 やいた　わか 140 29 秋山道場 小学５年　女子　37kg未満
山本　彩音 やまもと　あやね 136.5 31 秋山道場 小学５年　女子　37kg未満
貫井　将吾 ぬくい　しょうご 151 42 秋山道場 小学６年　男子　43kg未満
秋山　唯 あきやま　ゆい 147 40 秋山道場 小学６年　女子　43kg未満
秋山　優女 あきやま　ゆめ 159 52 秋山道場 中学女子　55kg未満 清瀬市立清瀬中学校

昭武館 5
鴫田　侑武 しぎた　ゆうむ 142 45 昭武館 小学３年　男子　27kg以上
平山　廉 ひらやま　れん 131 27 昭武館 小学４年　男子　32kg未満
粕谷　海人 かすや　かいと 140 36 昭武館 小学６年　男子　43kg未満
豊巻　源 とよまき　げん 155 47 昭武館 小学６年　男子　43kg以上
稲森　優昴 いなもり　ゆたか 153 58 昭武館 小学６年　男子　43kg以上

水滸会丈夫塾 18
銘形　厳希 めいがた　いずき 130 28.5 水滸会丈夫塾 小学２年　男子
宗片　博太郎 むねかた　ひろたろう 130 30 水滸会丈夫塾 小学３年　男子　27kg以上
中村　晴人 なかむら　はると 132 34.8 水滸会丈夫塾 小学３年　男子　27kg以上
山﨑　亮輝 やまざき　りょうき 134 27 水滸会丈夫塾 小学３年　男子　27kg以上
佐久間　健全 さくま　たけはる 133 30.5 水滸会丈夫塾 小学４年　男子　32kg未満
高倉　琉斗 たかくら　りゅうと 135 31.5 水滸会丈夫塾 小学４年　男子　32kg未満
斎藤　彗斗 さいとう　けいと 132 31.9 水滸会丈夫塾 小学４年　男子　32kg未満
萩原　熙 はぎわら　ひかる 141 36 水滸会丈夫塾 小学５年　男子　37kg未満
早川　天崇 はやかわ　てんしゅう 150 60 水滸会丈夫塾 小学５年　男子　37kg以上
盛田　健介 もりた　けんすけ 148.5 41.2 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg未満
黒田　徹 くろだ　てつ 150 40 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg未満
岩　翔希 いわ　しょうき 143 40 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg未満
銘形　和威 めいがた　かずい 152 42.8 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg未満
瀬戸　綸太郎 せと　りんたろう 162 55 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg以上
池内　颯太郎 いけうち　そうたろう 155 44 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg以上
冨原　旭日 とみはら　あさひ 152 52 水滸会丈夫塾 小学６年　男子　43kg以上
村田　良 むらた　りょう 168 51 水滸会丈夫塾 中学男子　55kg未満 藤野中学校
萩原　巧 はぎわら　たくみ 162 52 水滸会丈夫塾 高校男子　60kg未満 丘珠高等学校

星和会館 14
仲村　光生 なかむら　こうせい 114 20 星和会館 幼児　年中男子
羽金　珠月亜 はがね　じゅりあ 110 19 星和会館 幼児　年長女子
大城　啓生 おおしろ　ひろき 127 22 星和会館 小学１年 男子 
菊池　学人 きくち　まなと 137 37 星和会館 小学２年　男子
萩原　敦史 はぎわら　あつし 125 24 星和会館 小学２年　男子
斉藤　琉 さいとう　るう 129 27.5 星和会館 小学２年　男子
濱村　修斗 はまむら　しゅうと 128 26.5 星和会館 小学２年　男子
羽金　寿 はがね　しゅう 131 29.6 星和会館 小学３年　男子　27kg以上
赤塚　駿 あかつか　しゅん 130 37 星和会館 小学３年　男子　27kg以上
塚本　成夢 つかもと　なるむ 147 50 星和会館 小学５年　男子　37kg以上
小湊　悠登 こみなと　ゆうと 147 51 星和会館 小学６年　男子　43kg以上
大石　智也 おおいし　ともや 159 60 星和会館 小学６年　男子　43kg以上
速水　大輝 はやみず　だいき 161 50 星和会館 中学男子　55kg未満 荒川区立第7中学校
大石　昌輝 おおいし　まさき 175 73 星和会館 高校男子　70kg以上 淑徳巣鴨高等学校

正拳会 7
佐伯　和馬 さえき　かずま 103 16.4 正拳会 幼児　年中男子
鈴木　哉子 すずき　やこ 121 21 正拳会 小学１年　女子
佐伯　侑馬 さえき　ゆうま 112 18 正拳会 小学２年　男子
岩田　凜 いわた　りん 140 40 正拳会 小学６年　男子　43kg未満
青柳　海花 あおやぎ　うみか 154 44.8 正拳会 中学女子　45kg未満 篠崎第２中学校
渡辺　駿 わたなべ　しゅん 156 48.5 正拳会 中学男子　55kg未満 浦安市立浦安中学校
渡辺　瑛 わたなべ　あきら 164 75 正拳会 中学男子　65kg以上 浦安市立浦安中学校

正伝流中村道場 10
鈴木　海来 すずき　みらい 120 20 正伝流中村道場 小学３年　男子　27kg未満
藤本　嵩斗 ふじもと　たかと 138 36 正伝流中村道場 小学３年　男子　27kg以上
鈴木　海伸 すずき　かいしん 128 24 正伝流中村道場 小学５年　男子　37kg未満
越田　皓稀 こしだ　こうき 152 45 正伝流中村道場 小学５年　男子　37kg以上
竹内　磨鈴 たけうち　まりん 162 45 正伝流中村道場 中学女子　45kg未満 川崎市立中野島中学校
鈴木　拓海 すずき　たくみ 136 32 正伝流中村道場 中学男子　45kg未満 川崎市立白鳥中学校
有山　蓮也 ありやま　れんや 147 38 正伝流中村道場 中学男子　45kg未満 町田市立鶴川中学校
小野　悠太 おの　ゆうた 172 65 正伝流中村道場 中学男子　65kg以上 川崎市立麻生中学校
浦田　誠 うらた　まこと 158 54 正伝流中村道場 高校男子　60kg未満 神奈川県立麻生高等学校
竹内　皇貴 たけうち　こうき 172 59.9 正伝流中村道場 高校男子　60kg未満 神奈川県立百合ｹ丘高等学校

精鋭会 2
石川　怜 いしかわ　れん 134 30 精鋭会 小学５年　女子　37kg未満
石川　里樹 いしかわ　りき 148 38 精鋭会 小学６年　男子　43kg未満

西山道場 34
田野倉　丈 たのくら　じょう 120 20 西山道場 小学１年 男子 



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
渡部　隼也 わたなべ　しゅんや 117 17 西山道場 小学１年 男子 
上瀬　竜之介 かみせ　りゅうのすけ 120 28 西山道場 小学２年　男子
小滝　蔵人 こたき　くろうど 138 38 西山道場 小学２年　男子
舘林　海誠 たてばやし　かいせい 127 30 西山道場 小学２年　男子
斉藤　玲央 さいとう　れお 128 30 西山道場 小学２年　男子
富岡　竜ノ介 とみおか　りゅうのすけ 120 24 西山道場 小学２年　男子
細谷　大貴 ほそや　だいき 124 24 西山道場 小学３年　男子　27kg未満
寺本　匠吾 てらもと　しょうご 128 30 西山道場 小学３年　男子　27kg以上
浜田　友里子 はまだ　ゆりこ 130 28 西山道場 小学３年　女子　27kg以上
渡部　蒼汰 わたなべ　そうた 139 29 西山道場 小学４年　男子　32kg未満
大石　翔洋 おおいし　しょうよう 139 30.5 西山道場 小学４年　男子　32kg未満
久保田　風毅 くぼた　ふうき 132 32 西山道場 小学４年　男子　32kg以上
浜田　祐太郎 はまだ　ゆうたろう 134 32 西山道場 小学４年　男子　32kg以上
田野倉　仁 たのくら　じん 140 40 西山道場 小学４年　男子　32kg以上
佐藤　豪海 さとう　たけうみ 147 32 西山道場 小学４年　男子　32kg以上
中村　陸 なかむら　りく 133 33 西山道場 小学４年　男子　32kg以上
斉藤　莉里 さいとう　りり 134 27 西山道場 小学４年　女子　32kg未満
金谷　香 かなや　かおり 132 31 西山道場 小学４年　女子　32kg未満
豊田　太輝 とよだ　だいき 151 41 西山道場 小学５年　男子　37kg以上
川畑　心 かわばた　しん 148 40 西山道場 小学５年　男子　37kg以上
勝又　崚 かつまた　りょう 146 44 西山道場 小学５年　男子　37kg以上
寺本　彩音 てらもと　あやね 130 28 西山道場 小学５年　女子　37kg未満
久保田　乃愛 くぼた　のあ 139 31 西山道場 小学５年　女子　37kg未満
上瀬　千里 かみせ　ちさと 138 36 西山道場 小学５年　女子　37kg未満
上瀬　雄太 かみせ　ゆうた 140 42 西山道場 小学６年　男子　43kg未満
吉田　周平 よしだ　しゅうへい 151 58 西山道場 小学６年　男子　43kg以上
大石　麻帄 おおいし　まほ 150 40 西山道場 小学６年　女子　43kg未満
熊谷　亜美 くまがい　あみ 147 38 西山道場 小学６年　女子　43kg未満
菊川　結衣 きくかわ　ゆい 147 41 西山道場 中学女子　45kg未満 巣鴨北中学校
勝又　日奈子 かつまた　ひなこ 156 48 西山道場 中学女子　55kg未満 上尾市立西中学校
細谷　卓巽 ほそや　たくみ 152 43 西山道場 中学男子　45kg未満 いすみ市立岬中学校
金谷　昴児 かなや　こうじ 161 51 西山道場 中学男子　55kg未満 池袋中学校
佐藤　大海 さとう　ひろうみ 168 64 西山道場 中学男子　65kg未満 私立京華中学校

西山道場　静岡伊東 5
小牧　美櫻 こまき　みお 154 53 西山道場　静岡伊東 中学女子　55kg以上 伊東市立北中学校
伊代野　直希 いよの　なおき 146 35.5 西山道場　静岡伊東 中学男子　45kg未満 伊東市立单中学校
森田　勇作 もりた　ゆうさく 147 39 西山道場　静岡伊東 中学男子　45kg未満 伊東市立单中学校
森田　耕右 もりた　こうすけ 157 48 西山道場　静岡伊東 中学男子　55kg未満 伊東市立单中学校
大石　航輝 おおいし　こうき 157 48 西山道場　静岡伊東 中学男子　55kg未満 伊東市立单中学校

誠真会 20
土田　麟 つちだ　りん 118 21.5 誠真会 幼児　年長男子
中島　梨邑 なかじま　りおう 125 32 誠真会 小学１年 男子 
新井　りりあ あらい　りりあ 127 27 誠真会 小学１年　女子
青木　陽平 あおき　ようへい 126 24 誠真会 小学２年　男子
櫻井　秀斗 さくらい　しゅうと 117 21 誠真会 小学２年　男子
伊永　勇人 これなが　ゆうと 126 24 誠真会 小学３年　男子　27kg未満
山中　寛務 やまなか　ひろむ 130.7 24.5 誠真会 小学３年　男子　27kg未満
新井　廉央 あらい　れお 137 39 誠真会 小学３年　男子　27kg以上
小出　真聖 こいで　まさきよ 143.5 46 誠真会 小学３年　男子　27kg以上
秋野　梨紗 あきの　りさ 126 32 誠真会 小学３年　女子　27kg以上
新保　克樹 しんぼ　かつき 132 26.4 誠真会 小学４年　男子　32kg未満
石原　匠人 いしはら　たくと 146 33.8 誠真会 小学４年　男子　32kg以上
中嶋　開 なかじま　はるき 137 34 誠真会 小学４年　男子　32kg以上
櫻井　亮太郎 さくらい　りょうたろう 135 30 誠真会 小学５年　男子　37kg未満
伊永　啓吾 これなが　けいご 137 30.5 誠真会 小学５年　男子　37kg未満
新井　基己 あらい　もとき 127 28 誠真会 小学５年　男子　37kg未満
青木　一永 あおき　もとはる 148 51 誠真会 小学５年　男子　37kg以上
秋野　朊輝 あきの　ともき 146 46 誠真会 小学５年　男子　37kg以上
須永　莞輔 すなが　かんすけ 146 61 誠真会 小学６年　男子　43kg以上
中嶋　倫 なかしま　りん 157 45 誠真会 小学６年　女子　43kg以上

誠真会館　西荻 1
小山　央祐 こやま　おうすけ 135 32 誠真会館　西荻 小学２年　男子

男塾 11
柳田　駿 やなぎだ　しゅん 129 25 男塾 小学２年　男子
平野　貴之 ひらの　たかゆき 118 20 男塾 小学２年　男子
青山　凌斗 あおやま　りょうと 130 26 男塾 小学２年　男子
山下　駿 やました　しゅん 137 32 男塾 小学３年　男子　27kg以上
前田　秀隆 まえだ　ひでたか 135 28 男塾 小学４年　男子　32kg未満
村瀬　二千華 むらせ　にちか 130 32 男塾 小学４年　女子　32kg以上
前田　隆仁 まえだ　たかひと 145 34 男塾 小学５年　男子　37kg未満
山下　渚 やました　なぎさ 147 38 男塾 小学５年　女子　37kg以上
井藤　優斗 いふじ　ゆうと 151 40 男塾 小学６年　男子　43kg未満
村瀬　拳世 むらせ　けんせい 140 48 男塾 小学６年　男子　43kg以上
岩﨑　敢志 いわさき　かんし 168 52.6 男塾 中学男子　55kg未満 名古屋市立城山中学校

渡邊道場 11
岩尾　鉄 いわお　てつ 134.6 27.5 渡邊道場 小学２年　男子
矢沢　晴生 やざわ　はるき 136 26.5 渡邊道場 小学３年　男子　27kg未満
和田山　雄平 わだやま　ゆうへい 128 26 渡邊道場 小学３年　男子　27kg未満
田中　孝樹 たなか　こうき 133 26.5 渡邊道場 小学３年　男子　27kg未満
吉岡　夕馬 よしおか　ゆうま 135 26.5 渡邊道場 小学３年　男子　27kg未満
木村　彗太朗 きむら　せいたろう 132 28 渡邊道場 小学３年　男子　27kg以上
吉岡　つぐみ よしおか　つぐみ 133 25 渡邊道場 小学３年　女子　27kg未満
柳澤　侑哉 やなぎさわ　ゆうや 150 55 渡邊道場 小学４年　男子　32kg以上
新里　勇斗 にっさと　ゆうと 145 36.5 渡邊道場 小学５年　男子　37kg未満
横山　日子 よこやま　ひこ 155 55 渡邊道場 小学６年　女子　43kg以上
飯野　隆成 いいの　りゅうせい 163 55 渡邊道場 中学男子　65kg未満 川崎市立麻生中学校

武心塾カラテ 9
堀口　祐馬 ほりぐち　ゆうま 130 28 武心塾カラテ 小学２年　男子
山田　陸 やまだ　りくと 132 30 武心塾カラテ 小学２年　男子



氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
堤　夏蓮 つつみ　かれん 127 26 武心塾カラテ 小学２年　女子
藤原　見奈巳 ふじわら　みなみ 130 31 武心塾カラテ 小学２年　女子
片岡　蒼葉 かたおか　あおば 133 25 武心塾カラテ 小学３年　女子　27kg未満
森　且貴 もり　かつき 138 34 武心塾カラテ 小学５年　男子　37kg未満
川崎　優介 かわさき　ゆうすけ 140 35 武心塾カラテ 小学５年　男子　37kg未満
堀口　和馬 ほりぐち　かずま 135 29 武心塾カラテ 小学５年　男子　37kg未満
森　元貴 もり　げんき 158 49 武心塾カラテ 中学男子　55kg未満 秋葉台中学校

勇志会 9
小又　楓 こまた　かえで 136 28 勇志会 小学３年　女子　27kg以上
照喜名　琉衣 てるきな　るい 140 31.5 勇志会 小学４年　女子　32kg以上
樋口　梨乃 ひぐち　りの 147 37 勇志会 小学４年　女子　32kg以上
照喜名　雅也 てるきな　まさや 146 33.5 勇志会 小学５年　男子　37kg未満
田代　悠多 たしろ　ゆうた 143 33 勇志会 小学５年　男子　37kg未満
高橋　るみか たかはし　るみか 147.5 42 勇志会 小学５年　女子　37kg以上
小川　隼斗 おがわ　はやと 160 54 勇志会 小学６年　男子　43kg以上
木村　日向子 きむら　ひなこ 151 36 勇志会 小学６年　女子　43kg未満
砂川　貴蘭 すなかわ　きらん 153 46 勇志会 中学女子　55kg未満 練馬区立開進第２中学校

勇志会　川越 2
清水　翔太郎 しみず　しょうたろう 116 23 勇志会　川越 小学１年 男子 
清水　丈太郎 しみず　じょうたろう 131 28 勇志会　川越 小学４年　男子　32kg未満

葉隠塾 3
森田　純基 もりた　じゅんき 145 44 葉隠塾 小学６年　男子　43kg以上
横田　悠平 よこた　ゆうへい 171 59 葉隠塾 高校男子　60kg未満 都立多摩工業高等学校
根本　恭兵 ねもと　きょうへい 167 53 葉隠塾 高校男子　60kg未満 私立拓殖大学第１高等学校

鈴木道場 22
渡辺　美月 わたなべ　みづき 112 23 鈴木道場 幼児　年長女子
坂本　翔太 さかもと　しょうた 123 22 鈴木道場 小学１年 男子 
土井　涼葉 どい　すずは 120 15 鈴木道場 小学１年　女子
鈴木　瑛二 すずき　えいじ 122.7 23.2 鈴木道場 小学２年　男子
山田　純也 やまだ　じゅんや 134 26 鈴木道場 小学３年　男子　27kg未満
山田　貴麿呂 やまだ　たかまろ 130.5 29.6 鈴木道場 小学４年　男子　32kg未満
高橋　龍晃 たかはし　たつあき 138 36 鈴木道場 小学４年　男子　32kg以上
渡辺　拓実 わたなべ　たくみ 140 43 鈴木道場 小学４年　男子　32kg以上
大槻　真冬 おおつき　まふゆ 137 31 鈴木道場 小学５年　男子　37kg未満
小野　颯人 おの　はやと 141 36.8 鈴木道場 小学５年　男子　37kg未満
新垣　翔吾 あらかき　しょうご 152 41 鈴木道場 小学５年　男子　37kg以上
石井　野乃花 いしい　ののか 152 41 鈴木道場 小学５年　女子　37kg以上
高橋　裕輝 たかはし　ゆうき 147 39 鈴木道場 小学６年　男子　43kg未満
土井　祥蔵 どい　しょうぞう 135 27 鈴木道場 小学６年　男子　43kg未満
佐々木　明日香 ささき　あすか 152 42 鈴木道場 小学６年　女子　43kg未満
樋口　颯希 ひぐち　さつき 153 40 鈴木道場 中学女子　45kg未満 小山中学校
須藤　亜美 すどう　あみ 166 53 鈴木道場 中学女子　55kg未満 相模原市立小山中学校
望月　星伽 もちづき　せいか 153 48 鈴木道場 中学女子　55kg未満 中央中学校
樋口　朱里 ひぐち　あかり 157 60 鈴木道場 中学女子　55kg以上 相模原市立小山中学校
望月　雄躍 もちづき　ゆうや 148 39 鈴木道場 中学男子　45kg未満 中央中学校
鈴木　啓太 すずき　けいた 162 50.4 鈴木道場 中学男子　55kg未満 相模原市立小山中学校
須藤　里紗 すどう　りさ 160 53 鈴木道場 高校女子　57kg未満 神奈川県立上溝高校

翔拳塾小浦道場 3
佐野　星馬 さの　せいま 143 45 翔拳塾小浦道場 小学５年　男子　37kg以上
小浦　菜々美 こうら　ななみ 136 32 翔拳塾小浦道場 小学５年　女子　37kg未満
小浦　翼 こうら　つばさ 162 50 翔拳塾小浦道場 高校男子　60kg未満 横浜総合高等学校


