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【型の部】
型部門 順位 氏名 支部

幼年の部 優勝 鈴木　蒼太 栃木支部
準優勝 南　彩里 栃木支部
３位 佐々木　陽大 群馬支部
３位 西田　優 東京豊島支部

小学1年生の部 優勝 山口　達己 長野支部
準優勝 金井　ひより 長野支部
３位 一色　陽平 東京江戸川道場
３位 大沼　柊翔 群馬支部
５位 白井　絢登 群馬支部
５位 今泉　翔琉 群馬支部
５位 川﨑　隼輔 東京豊島支部
５位 小林　蘭 群馬支部

小学2年生初級の部 優勝 峯岸　拓馬 東京江戸川道場
準優勝 安田　晴彰 錬心塾
３位 宮川　悠哉 東京豊島支部
３位 寺澤　樹 総本部道場
５位 髙島　駿介 千葉南支部
５位 山本　誠一朗 東京お茶の水支部
５位 中井川　煌太郎 東京豊島支部
５位 田島　怜愛 東京佐伯道場

小学2年生上級の部 優勝 鈴木　結翔 栃木支部
準優勝 安藤　椿七 東京豊島支部

小学3年生初級の部 優勝 川口　純 東京佐伯道場
準優勝 白戸　結希椰 茨城県央支部
３位 冨山　陽太郎 茨城県央支部
３位 小堀　暖馬 茨城県央支部
５位 小野里　俊佑 東京江戸川道場
５位 西坂　瑠亜人 新潟支部
５位 小沼　律貴 練馬支部
５位 川島 汐音 世田谷杉並支部

小学3年生上級の部 優勝 佐野　颯 東京豊島支部
準優勝 小林　葵 東京豊島支部
３位 長田　悠里 埼玉中央道場
３位 作間　祐莉那 茨城県央支部

小学4年生初級の部 優勝 大坂　春 栃木支部
準優勝 加藤　渚 埼玉武蔵支部
３位 村井　理人 栃木支部
３位 髙木　希海 群馬支部
５位 齋藤　琥太朗 群馬支部
５位 武　藍翔 群馬支部
５位 小野　琉 群馬支部
５位 林　陽まり 東京佐伯道場

小学4年生上級の部 優勝 大友　侃 東京江戸川道場
準優勝 林　遼一郎 東京江戸川道場
３位 一色　悠輔 東京江戸川道場
３位 根岸　大樹 神奈川東横浜支部

小学5年生初級の部 優勝 馬場　大和 東京お茶の水支部
準優勝 小林　輝空 群馬支部
３位 市川　智久 群馬支部
３位 山崎　唯華 埼玉武蔵支部
５位 加藤　凌 埼玉武蔵支部
５位 島田　皐月 東京豊島支部
５位 高橋　直央 千葉南支部
５位 大澤　翼 群馬支部

小学5年生上級の部 優勝 小山　瑛司 千葉南支部
準優勝 矢澤　優祁 長野支部

小学6年生初級の部 優勝 白戸　翔太 茨城県央支部
準優勝 荒井　俐人 埼玉武蔵支部
３位 髙梨　瑠唯 千葉南支部
３位 西井　宏太郎 群馬支部



小学6年生上級の部 優勝 大門　優里 東京豊島支部
準優勝 神谷　太頼 東京ベイ港支部
３位 山田裕己 新潟支部
３位 富永　莉央 栃木支部

中学生初級の部 優勝 小堀　太馳 茨城県央支部
準優勝 萩原　更紗 群馬支部

中学生上級の部 優勝 小山　瑠偉 千葉南支部
準優勝 横田　大雅 総本部道場
３位 寺口　晃聖 栃木支部
３位 今泉　陽翔 群馬支部

一般初級の部 優勝 花水　周平 埼玉武蔵支部
準優勝 蕨　　大輔 千葉南支部

一般上級の部 優勝 入来　智羅咲 東京城南川崎支部
準優勝 金井　孝次 埼玉武蔵支部
３位 石野　姫子 西神奈川支部
３位 西原　利恵 川崎東湘南支部

【組手の部】
組手部門 順位 氏名 支部

幼年の部 優勝 松本　陽琥 栃木支部
準優勝 吉田　塔哉 東京豊島支部
３位 大澤　蒼大 東京ベイ港支部
３位 鈴木　蒼太 栃木支部
５位 小野里　颯祐 東京江戸川道場
５位 南　彩里 栃木支部
５位 永井　葵人 極真拳武會
５位 牛尾　結 東京江戸川道場

小学１年生男子の部 優勝 杉本　大成 神奈川北支部
準優勝 一色　陽平 東京江戸川道場
３位 大沢　翔 東京ベイ港支部
３位 川﨑　隼輔 東京豊島支部
５位 星野　陽向 埼玉大宮西支部
５位 田中　咲 東京豊島支部
５位 井植　伊織 神奈川北支部
５位 今泉　翔琉 群馬支部

小学2年生男子初級の部 優勝 関　隆之介 神奈川北支部
準優勝 堀口　大翔 東京豊島支部
３位 金田　大翔 東京首都西支部
３位 藤元　琉心 新潟支部
５位 長岡　いっき 東京お茶の水支部
５位 加瀬　智博 千葉南支部
５位 山本　誠一朗 東京お茶の水支部
５位 小林　凌馬 厚木赤羽支部

小学2年生男子上級の部 優勝 滝本　恵介 極真拳武會
準優勝 林　蓮士郎 東京江戸川道場

小学3年生男子初級の部 優勝 西坂　瑠亜人 新潟支部
準優勝 木塚　康之祐 厚木赤羽支部
３位 長尾　耀成 埼玉武蔵支部
３位 佐藤　翔己 千葉南支部
５位 小野里　俊佑 東京江戸川道場
５位 前田　力毅 埼玉大宮西支部
５位 長谷川　結來 栃木支部
５位 新井　理仁 東京江戸川道場

小学3年生男子上級の部 優勝 小森　悠己 東京江戸川道場
準優勝 金澤　輝旺 東京豊島支部
３位 川﨑　太輔 千葉南支部
３位 佐野　颯 東京豊島支部

小学4年生男子初級軽量級の部 優勝 前野　光我 厚木赤羽支部
準優勝 大坂　春 栃木支部
３位 村井　理人 栃木支部
３位 佐藤　航太 厚木赤羽支部

小学4年生男子初級重量級の部 優勝 牧野　竜士 栃木支部
準優勝 井上　知優 湘南支部



小学4年生男子上級軽量級の部 優勝 一色　悠輔 東京江戸川道場
準優勝 川上　蓮 茨城県央支部
３位 大友　侃 東京江戸川道場
３位 上原　将心 埼玉大宮西支部

小学4年生男子上級重量級の部 優勝 浜松　鉄平 茨城県央支部
準優勝 藤元　蓮心 新潟支部
３位 柏木　桜太郎 東京山手支部
３位 趙　法然 東京江戸川道場

小学5年生男子初級軽量級の部 優勝 浅見　州悟 厚木赤羽支部
準優勝 伊谷　拓実 厚木赤羽支部
３位 内田　晃雅 錬心塾
３位 中里　心乃佑 東京山手支部

小学5年生男子初級重量級の部 優勝 庄司　珂亜斗 東京ベイ港支部
準優勝 村田　大地 錬心塾
３位 松浦　宗宣 群馬支部
３位 川嶋　維空 群馬支部

小学5年生男子上級軽量級の部 優勝 小林　侑葵 埼玉武蔵支部
準優勝 加藤　凌 埼玉武蔵支部

小学5年生男子上級重量級の部 優勝 柳澤　佑哉 群馬支部
準優勝 山口　樹 栃木支部
３位 奈良﨑　央 埼玉中央道場
３位 平井　秀瑛 東京豊島支部

小学6年生男子初級軽量級の部 優勝 関口　煌翔 群馬支部
準優勝 宮西　琉聖 栃木支部

小学6年生男子初級重量級の部 優勝 上田　潤 東京ベイ港支部
準優勝 永島　大雅 栃木支部
３位 宮川　颯真 新潟支部
３位 吉原　怜央 千葉南支部

小学6年生男子上級軽量級の部 優勝 藤井　十右剛 総本部道場
準優勝 千葉　拳聖 栃木支部

小学6年生男子上級重量級の部 優勝 山内　稜己 東京江戸川道場
準優勝 阿部　勇人 群馬支部

小学1年生女子の部 優勝 福田　葵 東京江戸川道場
準優勝 加藤　ひかり 極真拳武會
３位 湯浅　葵 茨城県央支部
３位 大坂　はなな 栃木支部

小学2年生女子の部 優勝 松本　怜來 栃木支部
準優勝 安藤　椿七 東京豊島支部
３位 平田　亙 湘南支部
３位 宮西　杏莉 栃木支部

小学3年生女子の部 優勝 作間　祐莉那 茨城県央支部
準優勝 中澤　倫子 栃木支部
３位 黒木　音 総本部道場
３位 宮本　莉子 東京江戸川道場

小学4年生女子初級の部 優勝 三熊　真央 千葉南支部
準優勝 加藤　渚 埼玉武蔵支部

小学4年生女子上級の部 優勝 井料　来海 栃木支部
準優勝 佐藤　結穂 東京山手支部

小学5年生女子初級の部 優勝 加瀬　由香里 千葉南支部
準優勝 渡邉　友貴 群馬支部

小学5年生女子上級の部 優勝 中村　芽衣沙 埼玉中央道場
小学6年生女子初級の部 優勝 山木　遥奈 東京城南川崎支部

準優勝 瀧　百々花 厚木赤羽支部
小学6年生女子上級の部 優勝 鈴木　成実 厚木赤羽支部

準優勝 鈴木　ねねあ 茨城県央支部
中学1年生男子初級軽量級の部 優勝 山本　万稜 東京東支部
中学１年生男子初級重量級の部 優勝 後藤　謙臣 厚木赤羽支部
中学1年生男子上級軽量級の部 優勝 寺口　晃聖 栃木支部

準優勝 鶴野　琉唯 栃木支部
中学1年生男子上級重量級の部 優勝 小林 幸太郎 世田谷杉並支部

準優勝 牟田　凰臥 千葉南支部
中学2・3年生男子初級軽量級の部 優勝 福島　獅月 東京町田支部
中学2・3年生男子初級重量級の部 優勝 井田　隼人 群馬支部



中学2・3年生男子上級軽量級の部 優勝 畦池　拓歩 栃木支部
準優勝 剣持　虎徹 群馬支部

中学2・3年生男子上級重量級の部 優勝 小森　隼人 東京江戸川道場
中学生女子初級軽量級の部 優勝 臼井　肇埜 錬心塾

準優勝 村田　　心花 錬心塾
中学生女子上級軽量級の部 優勝 赤木　向夏花 大田南支部

準優勝 畦池　姫歩 栃木支部
中学生女子上級重量級の部 優勝 後藤 真弥 世田谷杉並支部

準優勝 植松　音羽 群馬支部
高校生男子初級の部 優勝 高橋　佑恭 栃木支部
高校生男子上級軽量級の部 優勝 東谷　天羅 千葉南支部
高校生男子上級重量級の部 優勝 須藤　泰冴 中村道場
女子セーフティー初級の部 優勝 中村　加奈子 埼玉中央道場
女子セーフティー上級の部 優勝 石川　翠 埼玉中央道場

準優勝 四元　明子 世田谷杉並支部
女子フルコンタクトの部 優勝 鈴木　未紘 厚木赤羽支部

準優勝 細谷　希花 埼玉大宮西支部
シニア35～42歳初級の部 優勝 蕨　　大輔 千葉南支部

準優勝 小崎　智史 清水道場
シニア35～44歳上級の部 優勝 田中　幸太朗　 東京城南川崎支部

準優勝 ｹﾚｹｼｭ ｱﾝﾄﾞﾗｰｼｭ 東京東支部
シニア43～49歳初級の部 優勝 山木　貴治 東京城南川崎支部

準優勝 淺井　 佳 世田谷杉並支部
シニア43～49歳上級の部 優勝 蓮沼 綾仁 世田谷杉並支部

準優勝 関　周作 東京東支部
シニア50歳以上の部 優勝 青木　康浩 栃木支部

準優勝 嶋田　悦正 栃木支部
３位 鈴木　秀樹 茨城県央支部
３位 上原　勇太郎 総本部光が丘道場

一般初級の部 優勝 村岡　進矢 埼玉大宮西支部
準優勝 中　信幸 東京東支部

一般上級軽量級の部 優勝 宇佐美　大鳳 東京山手支部
準優勝 山木　隼斗 東京城南川崎支部

一般上級無差別級の部 優勝 髙橋　耕介 群馬支部
準優勝 塚本　慶次郎 世田谷杉並支部
３位 碓井　陸斗 埼玉中央道場
３位 後藤　光乃介 東京城南川崎支部


