
クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
年中 渋谷優河 宗石鳳雅

無限勇進会 横浜井上
年長 長谷川鳳星 田中有紀美 尾原智也 五月女嵩哉

無限勇進会 埼玉木村 東京佐藤 埼玉木村
年長選抜 木村匠 増田蒼亮

横浜井上 如水会館
小学１年 武井大将 草柳多聞 佐藤風雅 佐々木里空

坂本城東 神奈川加藤 破天荒塾 埼玉木村
小学１年選抜 宮崎創司郎 有吉優 宗石彪雅 吹野珠愛

白蓮湘南鎌倉 白蓮湘南鎌倉 横浜井上 KWF田中
小学１年女子 西島碧 東江近衛

神奈川加藤 千葉船橋
小学２年初級 小荷田竜飛 荒川琉人 荒井虹輝 渡辺敬介

坂本大平 坂本大平 坂本佐野 坂本金町
小学２年中上級 山中一成 佐藤慶心 土屋大河 佐藤海璃

東京佐藤 東京佐藤 千葉渡邊 横浜井上
小学２年選抜 野村迦月 野見山嘉瞳 大泉賢吾 波木井陽夏

横浜井上 白蓮湘南鎌倉 横浜井上 白蓮湘南鎌倉

小学２年女子 篠嵜円
埼玉木村

小学２年女子選抜 岩崎純菜
坂本大平

小学３年初級 諸澤颯磨 増田結仁 佐藤優海 菊池晴虎
横浜井上 闘心會 神奈川加藤 横浜井上

小学３年中上級 荒井陽洋 浅野慶太郎 遠藤大地 大谷壮太
埼玉木村 千葉渡邊 KWF田中 闘心會

小学３年選抜 大場孔揮 池田拓歩 近藤遥海 丹羽篤暉
無限勇進会 埼玉木村 横浜井上 富山小井

小学３年女子 塚本明莉 齊藤青空
坂本城東 神奈川加藤

小学３年女子選抜 鵜澤向日葵 田中亜子
無限勇進会 坂本栃木北

小学４年初級 中島心道 齊藤一樹 森川隆成 荒井虹海
東京佐藤 神奈川加藤 千葉船橋 坂本佐野

小学４年中上級 吉田武瑠 西元航陽 坂本礼温 佐藤成龍
闘心會 東京佐藤 埼玉木村 KWF田中

小学４年選抜 松下武蔵 野崎凛太 清水怜央 新村流星
横浜井上 埼玉木村 白蓮湘南鎌倉 坂本大平
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小学４年女子 田代莉友海 吉田すず 山手虹渚 塚本実莉
KWF田中 真士会 坂本城東 坂本城東

小学４年女子選抜 角田貝奈 西島由華
横浜井上 富山小井

小学５年初級 森川悠士 高橋里弦 神原愛日 川田琉加
千葉船橋 千葉船橋 ヴィクトリーカラテスクール 坂本佐野

小学５年中上級 田中彩人 福嶋理夢 浜岡駿 小竹竜ノ介
KWF田中 埼玉木村 神奈川加藤 埼玉木村

小学５年選抜-３５ 佐藤颯人 土屋颯河 室岡大将 江口勇太
東京佐藤 静空塾 埼玉木村 無限勇進会

小学５年選抜+３５ 熱田拓 石橋明季 石井大翔 土屋翔斗
KWF田中 無限勇進会 無限勇進会 東京佐藤

小学５年女子 渡辺朱莉
坂本金町

小学５年女子選抜 鈴木優羅
坂本大平

小学６年初級 菰田健 清水睦剛
KWF田中 東京川端

小学６年中上級 中村哲士 向里武蔵 半野陽大 篠崎竜之介
KWF田中 東京佐藤 坂本邑楽 埼玉木村

小学６年選抜-４０ 川村風矢 池田健将 熱田怜 永嶋樹
横浜井上 坂本座間 KWF田中 KWF田中

小学６年選抜+４０ 平山慶 西元翔陽 佐々木啓太 鳥海兼続
白蓮羽曳野 東京佐藤 横浜井上 武心塾

小学６年女子 原桃子 花香咲文 戸田千紗都 山本明空
横浜井上 埼玉木村 坂本大平 横浜井上

小学６年女子選抜 清水銘子 村山陽月 上野耀子 鈴木彩良
東京佐藤 KWF田中 坂本真岡 真士会

中学１年男子-５０ 鷹島蓮 福永匠真 室岡武蔵 高橋良朋
横浜井上 KWF田中 埼玉木村 坂本大平

中学１年男子+５０ 小林勇雅
無限勇進会

中学１年女子 野口夢莉 斉藤瑠美 川村咲笑 三好葵
東京佐藤 東京佐藤 横浜井上 千葉渡邊

中学２，３年男子-５５ 森橋知広 桑原壮平 平山空 石橋卓巳
埼玉木村 東京佐藤 白蓮羽曳野 無限勇進会

中学２，３年男子+５５ 高木龍哉 野﨑寛翔
SKC武心館 埼玉木村

中学２，３年女子 宮井莉緒 浅古妃美香
坂本金町 埼玉木村



高校男子-６０ 郷心路 佐藤遼河 浜尾友都 森田陸
無限勇進会 精鋭会 五常の会 横浜井上

高校男子+６０ 川村嵐
横浜井上

シニアⅠ-７０ 加藤秀則 佐藤寿夫 南野昇 吉田一郎
KWF田中 神奈川加藤 千葉船橋 埼玉今井

シニアⅠ+７０ 三條晋 西元拓史
神奈川加藤 東京佐藤

シニアⅡ-７０ 中尾学
KWF田中

シニアⅡ+７０ 渡邊浩一
神奈川加藤

一般女子 佐藤エリカ 原田紗妃
KWF田中 埼玉今井

一般新人-７０ ｻﾝﾄｽｽﾚｽﾀ 佐々木源太 宮本智人 窪内高人
東京佐藤 KWF田中 東京佐藤 KWF田中

一般新人+７０ 佐久間政和 田中宏
千葉渡邊 千葉船橋

一般上級 倉本蓮 高橋雄一 芹澤祐亮 佐々木正和
真士会 東京広尾 闘心會 東京川端


