
競技名 優勝 準優勝 第３位

幼年型 遠山　琉 今井 涼太 世登　翔

小学１～２年 男女 型 白帯 野原 壮太 小林 輝一郎 武藤 充希

小学１～２年 男女 型 黄帯 矢島 稜太朗 平塚 拓斗 巣山 詩月

小学 ２～３年 男女 型 緑帯 春名 勇輔 前田 賢拓 嶺山 創汰

小学 ２～３年 男女 型 青帯 三留 大征 野村 流輝 永渕 裕将

小学 ２～４年 男女 型 赤帯 永松 秀太郎 崔　真優 横川 まりな

小学３年生 男女 型 黄帯 林　蓮也 唐澤　諒 鈴木 志煕

小学４～６年 男女 型 白帯 石井　空 中西　一 阿部 響暉

小学４年生 男女 型 黄帯 千葉 清太 橋本 歩希 北川 智基

小学４年生 男女 型 緑帯 吉田 ことぶ紀 吉澤 七斗 川久保 友晶

小学４～５年 男女 型 青帯 川口 栞奈 巣山 玲奈 小谷松 琉斗

小学５年生 男女 型 赤帯 永松 進之介 武藤 優汰 永渕 義彬

小学５～６年生 男女 型 黄帯 小久保 開成 月川　健 野原 碧葉

小学５～６年生 男女 型 緑帯 飯野 圭悟 小川 日南 吉川 颯太

小学６年生 男女 型 青帯 奥村　翔 鈴木　琉 佐野 拓夢

小学６年生 男女 型 赤～黒帯 川口 晃樹 三留 空也 横川 みなみ

中学男子 型 白～黄帯　 服部 舜也 卒田 翔自 田中 亮輔

中学男子 型 緑～青帯　 吉田 任之介 三島 廉多 近藤 宜稀

中学男子 型 赤帯　 森　一聖 佐藤 嘉信 石塚 拓実

中学男子 型 黒帯　 石田 闘波 田中 虎丸 高橋 李玖

中高女子 型 黄～赤帯 神山　葵 鈴木 菜月 近藤 汐里

中高女子 型 黒帯 木村 咲香子 伊藤 麻莉子 桐田　奏

高校男子 型 有級 馬淵 廣和 笹野 勇志 -

高校男子 型 有段 石田 凛太朗 木村 尭志 石田 圭祐
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幼年組手（肩タッチ） 遠山　琉 今井 涼太 鄭　和壱

小学１年女子 ２０ｋｇ未満 松本 向日葵 巣山 詩月 -

小学３～４年女子 ２８ｋｇ未満 吉田 ことぶ紀 川口 栞奈 横川 まりな

小学３～４年女子 ３０ｋｇ以上 崔　真優 森 アレイシャ 青木 里佳

小学５～６年女子 ２６～３４ｋｇ 鈴木 舞桜 野原 碧葉 巣山 玲奈

小学５～６年女子 ３６ｋｇ以上 横川 みなみ 小川 日南 中川 紗希

小学１年男子 ２０ｋｇ未満 小林 輝一郎 野原 壮太 世登　翔

小学１年男子 ２２ｋｇ未満 榮田 智也 嶺山 創汰 吉田 伊織

小学１～２年男子 ２２～２８ｋｇ 春名 勇輔 平塚 拓斗 永渕 裕将

小学３～４年男子 ２６～２８ｋｇ 川久保 友晶 井上 洸希 笠田 泰成

小学３～４年男子 ２８ｋｇ未満 永松 秀太郎 山内 滉太郎 三好 時砂

小学３～４年男子 ２８～３４ｋｇ 野村 流輝 田口 眞之祐 大木 一郎

小学３～４年男子 ３６ｋｇ以上 三留 大征 鈴木　叶 橋本 歩希

小学５～６年男子 ２８～３４ｋｇ 永松 進之介 川口 晃樹 永渕 義彬

小学５～６年男子 ３４～３８ｋｇ 石川 風吏 三留 空也 飯野 圭悟

小学５～６年男子 ３８～４２ｋｇ 鈴木　琉 月川　健 金子 大樹

小学５～６年男子 ４２ｋｇ以上 金　剛士 武藤 優汰 鈴木 勇流

中学女子 木村 咲香子 井村 萌那 鈴木 菜月

中学男子 軽量級 石田 闘波 森　一聖 卒田 翔自

中学男子 中量級 田中 虎丸 石塚 拓実 佐藤 嘉信

高校女子 伊藤 麻莉子 神山　葵 近藤 汐里

高校男子 石田 圭祐 木村 尭志 馬淵 廣和

最優秀選手賞 石田 闘波 春名 勇輔

敢闘賞 伊藤 麻莉子 永松 秀太郎

技能賞 三島 廉多 川口 晃樹

特別賞 三好 時砂 川口 栞奈


