
クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位 クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
年中 尾長友朗 五月女和心 小学４年初級 横山白 森分侯明 佐々木義英 市野慶

坂本城西 埼玉木村 坂本金町 神奈川加藤 武立会館 武立会館
年長 田中蓮 石井一輝 梶田海登 武田頼景 小学４年中上級 大髙結人 加茂治衛 鵜沢麻彦 岩上旺牙

真士会 KWF日本 埼玉木村 坂本城西 埼玉木村 坂本栃木北 無限勇進会 坂本足利
年長選抜 宗石鳳雅 川村香笑 小学４年選抜 池田拓歩 浅野慶太郎 花香琢磨 大場孔揮

横浜井上 神奈川加藤 埼玉木村 千葉渡邊 埼玉木村 無限勇進会
小学1年初級 西條朝陽 染谷力成 勝村裕真 高一勤 小学４年女子 徳川華乃 斉藤青空

坂本大平 浜井派栃木 KWF日本 東京佐藤 KWF日本 神奈川加藤
小学１年上級 佐藤海璃 尾原智也 小学４年女子選抜 鵜沢向日葵 鈴木夏妃

坂本金町 東京佐藤 無限勇進会 SKC武心会
小学１年選抜 三橋興成 中野琉聖 増田蒼亮 木村匠 小学５年初級 大竹遥睦 山本護 沼間皇秋 森田理子

千葉渡邊 無限勇進会 如水会館 神奈川加藤 真正會 KWF日本 武蹴会館 神奈川井上
小学１年女子 大髙流歌 奥平瑞希 小学５年中上級 斉藤純也 永嶋晟太郎 藤田祥生 小野晃

埼玉木村 埼玉木村 東京佐藤 坂本佐野 武蹴会館 坂本足利
小学1年女子選抜 岡庭咲 小学５年選抜-３５ 若原快 西元航陽 佐久間大翔 日高瑠星

ビクトリーカラテスクール KWF日本 東京佐藤 埼玉木村 宮崎山下
小学２年初級 石黒蒼真 中川真治 早乙女良太 松本愛里 小学５年選抜+３５ 松下武蔵 清水怜央 野崎凛太 田中健

武立会館 坂本金町 坂本栃木 石川竹吉 神奈川井上 白蓮湘南鎌倉埼玉木村 KWF日本
小学２年中上級 小田偉琉 今村大楽 伊藤想真 草柳多聞 小学５年女子 田代莉友海 石井麗菜 齋藤由衣 佐藤美海

武蹴会館 埼玉木村 埼玉木村 神奈川加藤 KWF日本 KWF日本 千葉渡邊 神奈川加藤
小学２年選抜 吹野珠愛 和工田凌駕 江口幸太 有吉優 小学５年女子選抜 鈴木優羅

KWF日本 坂本金町 無限勇進会 白蓮湘南鎌倉 坂本大平
小学２年女子 掛川桃羽 上村莉央 小学６年初級 磯田春樹 清水絆佑

埼玉木村 埼玉今井 建志会 神奈川加藤
小学２年女子選抜 岩崎純菜 小学６年中上級 森川悠士 福嶋理夢 古谷健人 長谷川翔太

坂本大平 千葉船橋 埼玉木村 KWF日本 千葉渡邊
小学３年初級 塚原翔 森泉樹 北口瑠杏 永田鉄平 小学６年選抜-４０ 佐藤颯人 土屋翔斗 福田泰規 太田庫太郎

真士会 武立会館 坂本足利 心学館 東京佐藤 東京佐藤 武源 山形田畑
小学３年中上級 小荷田竜飛 木村壮志 佐藤慶心 森川太雅 小学６年選抜+４０ 高岩拓 熱田拓 佐瀬慎之介 大島豪日

坂本大平 武立会館 東京佐藤 武蹴会館 武蹴会館 KWF日本 無限勇進会 坂本真岡
小学３年選抜 波木井陽夏 大泉賢吾 古田貫多 鈴木颯太 小学６年女子 安田桃嘉 森田茉梨

白蓮湘南鎌倉 神奈川井上 SCK武心館 白蓮湘南鎌倉 FCK栃木 埼玉今井
小学３年女子 尾原あや 染谷枝音 廣田菜々美 石橋侑季 小学６年女子選抜 村上蘭

東京佐藤 浜井派栃木 東京佐藤 埼玉今井 真正會
小学３年女子選抜 北道あゆ 中学１年男子 中村哲士 向里武蔵 柳下夏希 冨永龍星

神奈川井上 KWF日本 東京佐藤 神奈川井上 真士会



クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位 クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
中学１年男子選抜-50 渋川暖人 永嶋樹 小泉上空 若原翼 一般中級 斉木祝 高草木晃

神奈川井上 KWF日本 千葉渡邊 KWF日本 KWF日本 東京佐藤
中学１年男子選抜+50 平山慶 佐々木啓太 一般上級-70 川村嵐 郷遼久

白蓮羽曳野 神奈川井上 神奈川井上 無限勇進会
中学１年女子 山本明空 横山紫恵良 一般上級+70 田中裕也 増山隆太

神奈川井上 坂本金町 講士館 東京広尾
中学1年女子選抜 角田琉奈 飯干彩華 秋由皐杜 清水銘子

神奈川井上 闘真会館 青森鹿内 東京佐藤
中学2，3年男子 小玉司 今村大和

新極真会 埼玉木村
中学2，3男子-55 福永匠真 森橋知広 佐々木主吏 室岡武蔵

KWF日本 埼玉木村 東京川端 埼玉木村
中学2，3年男子+55 小林勇雅

無限勇進会
中学2，3年女子 阿部彩美 金谷愛子

埼玉木村 東京佐藤
中学2，3年女子選抜 浅古妃美香 野口夢莉 斉藤瑠美 三好葵

埼玉木村 東京佐藤 東京佐藤 千葉渡邊
高校男子 佐藤龍則

千葉渡邊
高校男子選抜 森田陸 鈴木直生

神奈川井上 真士会
シニアⅠ-７０ 佐藤寿夫 薗田正弘 福田明弘 伴真介

神奈川加藤 東京川端 KWF日本 KWF日本
シニアⅠ+７０ 西元拓史 尾原康弘

東京佐藤 東京佐藤
シニアⅡ-７０ 中尾学 佐々木晴信 竹平直樹 中三川晃

KWF田中 ビクトリーカラテスクール 東京佐藤 結城空手クラブ

シニアⅡ+７０ 久保国明 堀籠康一
東京佐藤 白蓮湘南鎌倉

一般女子初中級 斉藤安佐子
東京佐藤

一般女子 原田紗妃
埼玉今井

一般初級 増原雄司 井手浩二郎 宇田川聡 斉藤司
ビクトリーカラテスクール 東京佐藤 KWF日本 神奈川加藤


