
クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位 クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
川村雷矢 中村奏凪 鵜澤帆波 長塚　唯 大髙流歌
神奈川井上 拳武会平和島 無限勇進会 桜琳塾 埼玉木村
荒川美都 石田大翔 野間瑞煕 佐藤優心 三浦怜士 信田颯士 白石瑛斗 山田悠仁
埼玉今井 埼玉木村 東京佐藤 東京佐藤 東京佐藤 神奈川井上 坂本金町 武蹴会館
井上　豪 小岩井咲我 杉野史織 角田ひより 並木友希 五十嵐秀虎 石塚陽柊 中川真治
光誠会 桜琳塾 桜琳塾 飛馬道場 埼玉今井 神奈川加藤 東京佐藤 坂本金町
古関慶士 臼井遥碧 猪瀬愛生 古関煌士 門馬凛志 三木寛太 高村子浩 伊藤大翔
東京三和 東京三和 昭武館荒川 東京三和 拳武会浦和 拳友会中山 無限勇進会 三重橋本
吹野　碧 青木悠隼 松本歩大 小田島悠翔 細内大翔
KWF日本 拳武会大井町 桜琳塾 拳友会中山 坂本大平
福田恵大 赤井駿亮 古田悠真 小野一翔 長谷川李緒 中村りさ 松谷葵子 小葉田那央
拳武会千鳥 神奈川井上 神奈川井上 神奈川井上 埼玉木村 真士会 東京三和 桜琳塾
本多夏楓 佐藤愛里 堀田優月 片栁美咲 清水優衣 吹野珠愛
神奈川瀬戸 古河空手道 兵庫米山 坂本大平 無限勇進会 KWF日本
金子柊牙 鈴木竜人 塚原大輝 飯島想詩 守屋祗楽 木下幸太郎
東京佐藤 坂本栃木北 真士会 浜井派栃木 武蹴会館 武蹴会館
五月女和心 佐々木暁人 中尾太亮 佐々木湊 小荷田竜飛 佐藤慶心 鈴木大翔 渡邊敬介
埼玉木村 埼玉木村 KWF日本 埼玉木村 坂本大平 東京佐藤 KFW日本 坂本金町
田中一誠 橋本大和 日比野永季 波木井春陽 赤津琉斗 古谷貫多 鵜澤隼世 安藤孝太郎
光誠会 福島安齋 東京志優会 白蓮湘南鎌倉 東京志優会 SKC武心館 無限勇進会 神奈川井上

熊谷美莉愛 山中一成 飯塚晄太朗 野村迦月 小関優太
東京佐藤 東京佐藤 拳武会菅野 神奈川井上 静岡長澤
熊谷　凛 井上友梨香 中村真央 大池　暖 藤澤加菜 安藤柚花
光誠会 光誠会 東京佐藤 東京佐藤 神奈川加藤 埼玉木村
安部舜太 渡辺陽人 宮嵜健裕 戸川　颯 齋藤絆菜 森本愛梨 岩崎純菜 田中杏莉
光誠会 昭武館荒川 東京佐藤 桜琳塾 飛馬道場 神奈川井上 坂本大平 ビクトリーカラテ

亀田怜志 柴崎健誠 猪瀬誠生 柴崎雄誠 荒井陽洋 矢澤大海 遠藤大地 髙木颯翔
拳武会千鳥 村椿道場 昭武館荒川 村椿道場 埼玉木村 東京佐藤 KWF日本 東京志優会
坂間陽桐 秋葉竜之介 山本琉士郎 田中　蓮 大場孔揮 土屋慈騎 大髙結人 吹野晏士
無限勇進会 無限勇進会 拳友会中山 真士会 無限勇進会 静岡山口 埼玉木村 KWF日本
和工田笑莉 笠原瑠莉 鈴木麗空歩 花香琢磨 鈴木斗大 佐藤龍政
坂本金町 静岡山口 静岡山口 埼玉木村 福島安齋 山形田畑
仁田水咲良 井上桜花香 川村香笑 矢田陽音 掛川結衣
誠真会館秋津 東京志優会 神奈川井上 東京三和 埼玉木村
柴崎樹生 町田怜生 長瀬旅斗 荻野竜槙 鵜澤向日葵 木村優香 戸川夕渚 山村優奈
武蹴会館 拳武会浦和 埼玉木村 神奈川井上 無限勇進会 拳武会浦和 桜琳塾 東京佐藤
村岡暁翔 石橋悠叶 杉野優樹 岩渕翔弥斗 田中　健 若原　快 小竹竜ノ介 加地　然
神奈川井上 埼玉今井 神奈川井上 昭武館荒川 KWF日本 KWF日本 埼玉木村 東京佐藤
佐久間陸翔 小岩井咲空 門田唄侍 小泉そら 本郷海琉 松下武蔵 紅谷　凱 須鎗海羅
埼玉木村 桜琳塾 飛馬道場 飛馬道場 FKC輝心会 神奈川井上 拳武会浦和 拳武会埼京城北

三橋興成 山口瑠葦 尾原智也 中田悠介 熱田　拓 久保田陸翔
千葉渡邊 埼玉木村 東京佐藤 静岡山口 KWF日本 東京志優会
中平　葵 長瀬涼香 岡本　愛 井上　栞 青木杏樹
東京佐藤 埼玉木村 FCK栃木 神奈川加藤 東京志優会
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クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
村上　蘭 奥山情香 富田夏音 田代莉友海 齋藤琉杜 熊谷優辰 吉田我聞 鈴木徳真
真正會 山形田畑 開心塾 KWF日本 坂本栃木北 埼玉木村 開心塾 埼玉木村
武蔵徳正 峯岸誠人 加藤康太 桐山唯斗 赤羽壱太 生浦悠冴宇
神奈川加藤 坂本栃木北 東京佐藤 埼玉木村 坂本真岡 東京佐藤
皆本　丈 木村遼大 杉山駿太 並木太希 小林一恩 鈴木蓮太郎

西湘大井ジム 拳武会浦和 埼玉木村 埼玉今井 埼玉今井 千葉渡邊
佐々木啓太 田中智弥 野間弘煕 内野優斗 亀山沙那 渡　大翔
神奈川井上 ビクトリーカラテ 東京佐藤 昭武館荒川 坂本足利 武州館
増原雄司 相　勝 山川獅桜 荒川真斗 大藤陽生 若原　光

ビクトリーカラテ KWF日本 埼玉木村 埼玉今井 五常の会 KWF日本
北川淳也 亀田龍汰 浅生倖汰 中川瑛太 小暮虎徹
静岡長澤 坂本金町 KWF日本 千葉渡邊 神奈川加藤
小山純一 ｻﾝﾄｽｽﾚｽﾀ 坂本賢剛 五十嵐雷翔 小田島凛久 伊藤旬晴
東京佐藤 東京佐藤 千葉渡邊 KWF日本 拳友会中山 神奈川加藤
鳩貝則夫 金井伸夫 渋谷優河 宗石凰雅 鈴木朝光 大黒宏倫
古河空手道 中川道場 無限勇進会 神奈川井上 千葉渡邊 坂本金町
布施光宏 本多哲生 菅原聖嗣 五十嵐秀治 中島海吏 加藤健太 佐々木盟 川村慶太
KWF日本 東京三和 神奈川加藤 神奈川加藤 武州館 東京佐藤 武蹴会館 坂本城西
大原義伸 久保国明 門馬　善 小林武生 大竹翔山 林田駿介
講士館千葉 東京佐藤 拳武会浦和 東京佐藤 真正會 東京佐藤
廣田友里 加藤益美 富所晴真 只野虎太郎 江波奏太 小山智毅
東京佐藤 東京佐藤 坂本真岡 坂本金町 東京佐藤 東京佐藤
中島和奏 大森　優 高松勤一 杉渕敬人 熊谷莉希 五月女嵩哉
東京佐藤 神奈川井上 東京佐藤 東京佐藤 東京佐藤 埼玉木村
小野愛理 浅古妃美香 塩田美梨 野口夢莉 長谷川凰星 長谷名澄 木村　匠 花香耀磨
東京広尾 埼玉木村 埼玉木村 東京佐藤 無限勇進会 関西総本部 神奈川井上 埼玉木村
山本　隼 中島俊英 渡部水那美 中尾友咲 新田彩姫 櫛村優衣

ビクトリーカラテ 東京佐藤 埼玉木村 KWF日本 坂本城西 拳武会平和島
尾田貴文 穴山駿輔 畑山立輝 満留京士 高崎佑都 景浦蔵之介
武心会 坂本栃木北 坂本城西 東京三和 神奈川加藤 東京三和

福永匠真 山野邉嵐 家口嵩広 野口海斗 江口幸太 宗石彪雅 伊藤晃大 鵜澤孝平

KWF日本 浜井派埼玉 東京広尾 白蓮湘南鎌倉 無限勇進会 神奈川井上 無限勇進会 千葉渡邊

大内巨成 増山隆太 丹山映汰 鈴木陽斗 藤原　蒼 山本貫太

東京三和 東京広尾 拳武会菅野 山形田畑 埼玉木村 坂本金町

伊藤颯冴 松村凌空 福嶋操堅 小笠原健斗

千葉渡邊 KWF日本 埼玉木村 真正會

渡部櫂世 武川昴聖 田中　慎 武田諒大

埼玉木村 神奈川加藤 埼玉今井 埼玉今井

一般男子上級+70

一般男子上級-70

一般初中級男子-70

一般女子上級

小学4年女子

一般初中級男子+70

小学5年男子選抜-35

小学5年男子選抜+35

小学6年中上級

中学1年男子

小学5年中上級

小学4年男子選抜-30

小学4年男子選抜+30

小学4年初級ベスト8

シニア女子

【ベスト8、ベスト16】

シニアⅠ+70
小学3年中上級ベスト16

小学3年男子選抜

小学4年初級ベスト16

シニアⅡ-７０

高校男子

一般女子初中級

シニアⅢ+７０

シニアⅢ-７０

シニアⅡ+７０

小学3年中上級ベスト8

小学3年初級

小学1年初級

シニアⅠ-70

小学2年中上級

高校男子選抜+60

高校男子選抜-60

中学2，3年女子選抜

小学2年初級


