
クラス 優勝 準優勝 3位 3位
岩永　唯伽 荒明　央葵 水谷　藍 岩崎　純菜

桜塾 五十嵐道場 久保田道場 極真会館坂本派大平

鵜沢　向日葵 安藤　杏華 由井　園海 小野　愛莉
空手道無限勇進会 飛心会 北晋寺西道場 飛心会

荒井　ひめ乃 正木　心春 伊藤　恋 渡部　春乃
拳友会中山 久保田道場 五十嵐道場 極真会館坂本派大平

木村　一千花 東　さゆり 松岡　渚紗 片岡　風香
飛心会 勇輝会館 勇輝会館 極真会館浜井派愛知石川

吉見　藍綺 坂本　みゆき 寺崎　裕遊 大塚　もえ
総極真志優会 MAC宮前平 士衛塾石川 桜塾
望月　美咲 本田　優希菜 野村　有里 森　唯華
MAC本部 飛馬道場 空手道真門塾 MAC横浜仲町台
高橋　李奈 渡貫　沙耶 中島　心暖 鈴木　華凜
MAC本部 MAC横浜中山 拳友会中山 極真会館宮城県本部

向井　菜々美 岡田　葵 松下　優月 秋田　梨沙
飛心会 桜塾 金森道場 五十嵐道場

宮井　梨緒 浅井　日葉利 髙瀨　氣穂 浜田　友里子
極真会館東京城東 桜塾 極真会館坂本派栃木真岡 西山道場
木村　萌那 鈴木　里菜 丹野　紗奈絵 安徳　優里奈

桜塾 MAC本部 極真会館宮城県本部 正伝流中村道場
水谷　恋 石野　まこと 中村　あみ 清水　未来
久保田道場 昇気館 拳武塾 桜塾
山下　渚 熊谷　亜美 宮川　詩菜 村瀬　二千華
男塾 西山道場 真誠塾 男塾

横山　日子 Kikhay Valeria
渡邊道場 極真会館ロシア
菊川　結衣 久保　亜唯里
西山道場 極真会館東京城東

樋口　朱里 髙瀨　美殊
相模原鈴木道場 極真会館坂本派栃木真岡

大鹿　烈毅 片岡　竜馬 安藤　孝太郎 野村　迦月
清武会 極真会館浜井派愛知石川 極真会館横浜井上 極真会館横浜井上

相田　俠人 近藤　聖琉 笹目　勇斗 佐竹　爽楽
西山道場 桜塾 極真会館埼玉県木村道場 真誠塾
由井　嶺海 浜田　次郎 松下　武蔵 新村　流星
北晋寺西道場 西山道場 極真会館横浜井上 極真会館坂本派大平

野﨑　凛太 安居　怜生 東郷　新平 永井　秀
極真会館埼玉県木村道場 飛心会 義和流拳法 飛心会
鈴木　恭悟 石川　笑心太 前田　千尋 藤野　零大

桜塾 真誠塾 光武会館 士衛塾石川
古田　雅英 熱田　拓 足立　大和 熱海　颯音
武神佐藤道場 KWF極真会館 KWF極真会館 芦原会館千葉大宮

髙橋　大空 秋山　蓮 小沼　瑞祈 村上　慶
桜塾 拳友会中山 拳友会中山 琢磨会

藤﨑　凌世 田中　勇利 八谷　昌輝 星野　力也
秋山道場 KWF極真会館 極真会館宮城県本部 土方道場

冨岡　竜之介 榊原　朋毅 小林　陽人 前田　圭輝
西山道場 義和流拳法 極真会館坂本派大平 光武会館

竹尾　颯天 近藤　修也 永井　励 笹裏　健士朗
桜塾 桜塾 飛心会 聖武会館

金森　悠成 嶋津　和希 菊池　学人 小滝　蔵人
金森道場 桜塾 星和会館 西山道場
山﨑　亮輝 伊藤　大晟 髙橋　海人 森橋　知広
水滸会丈夫塾 桜塾 桜塾 極真会館埼玉県木村道場

足立　大地 山下　駿 平方　慎人 吉岡　夕馬
KWF極真会館 男塾 新極真会東京中野 渡邊道場
浅井　寛武 一瀬　優健 齋藤　彗斗 佐久間　健全

桜塾 吉田塾 水滸会丈夫塾 水滸会丈夫塾
岩　翔希 萩原　熙 森　且貴 和田　琉聖

水滸会丈夫塾 水滸会丈夫塾 武心塾カラテ 桜塾
大房　宇斗 黒田　徹 久保田　波輝 村瀬　拳世
MAC本部 水滸会丈夫塾 久保田道場 男塾
柳澤　侑哉 福田　勝紀 友松　虎太郎 塚本　成夢
渡邊道場 極真会館坂本派栃木真岡 カラテスクール 星和会館
森田　勇作 中川　瑞基 関口　秀也 伊与野　直希
西山道場 桜琳塾 真士会 西山道場
鈴木　孝太 寺崎　昇龍 金谷　昂児 山田　御都起
MAC本部 士衛塾石川 西山道場 桜塾
清水　政宗
北晋寺西道場

小学６年女子43㎏以上の部

中学女子45㎏未満の部

高校男子70㎏未満の部

小学２年男子の部 ベスト８

小学４年男子33Kg以上の部

ベスト８小学５年男子38Kg未満の部

中学男子65㎏以上の部

小学６年男子43㎏未満の部

小学３年男子29Kg未満の部

小学３年男子29Kg以上の部

小学４年男子33Kg未満の部

小学５年男子38Kg以上の部

小学６年男子43㎏以上の部

中学男子45㎏未満の部

小学４年女子33Kg以上の部

幼児女子の部

小学５年女子38Kg未満の部

小学５年女子38Kg以上の部

小学６年女子43㎏未満の部
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小学1年女子の部

小学２年女子の部

小学３年女子の部

小学４年女子33Kg未満の部

中学女子55㎏以上の部

高校女子5７㎏以上の部

幼児男子の部

小学1年男子の部

中学女子55㎏未満の部

中学男子65㎏未満の部

高校男子60㎏未満の部

高校女子50㎏未満の部

高校男子70㎏以上の部

中学男子55㎏未満の部


