
最優秀選手

優勝Ｔ 優勝Ｔ 2位Ｔ

櫻井　隼人 櫻井　勇作 長谷川　誠 三好　尚生 大浦　将裕 八木　勇人 武政　俊也 成田　大樹

(日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (櫻空山梨) (日本大学)

生田　智義 若松　廉人 竹花　蓮 輿石　蓮 大濱　和真 JOHNSEN	 Daniel	 Cho NGUYEN	 Thanh	 Binh	 Ngoc 寺内　進之輔

(横浜ＹＭＣＡ) (竹山) (横須賀) (横浜ＹＭＣＡ) (和道流成武) (ＮＯＲＷＡＹ) (ＮＯＲＷＡＹ) (如水会本部)

川島　英敏 宮地　廉 DAS	 MESINA	 Narayana	 Rsi 久保田　竜成 玉田　信哉 波多野　美衿 藤原　響 VASQUEZ	 John	 Enrico	 L.

(如水会緑) (如水会緑) (ＦＩＬＩＰＩＮＡＳ) (古賀道場) (如水会茨城支部) (豊心会) (茨城支部) (ＦＩＬＩＰＩＮＡＳ)

藤原　樹 波多野　蒼羽 室井　悠汰 椎名　寿蕗 山崎　永斗 HOWARD　Cael 内田　大空 中村　祐大

(茨城支部) (豊心会) (如水会川崎) (茨城支部) (横須賀) (Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　ＵＳＡ) (如水会川崎) (古賀道場)

今泉　克成 円馬　煌仁 西野　悠斗 百武　裕星 仲田　理矩 川﨑　雄斗 箕浦　彪 西谷　義暢

(古賀道場) (北海道北星館) (三重支部) (古賀道場) (茨城支部) (古賀道場) (櫻空舘髙島道場) (古賀道場)

中村　太耀 小岩　真土 大江　拳志 千嵐　龍治郎 下村　恒星 箕浦　魁 三宅　正敏 黒瀬　愛生

(櫻空山梨) (櫻空舘髙島道場) (三重支部) (英空会) (古賀道場) (櫻空舘髙島道場) (古賀道場) (櫻空舘髙島道場)

高橋　浄穏 永山　元大 森下　珀人 小谷　学 小俣　陽太郎 石川　尊 稲村　心 小島　一悟

(如水会川崎) (茨城支部) (三重支部) (櫻空舘髙島道場) (櫻空山梨) (百合ヶ丘) (櫻空塾) (古賀道場)

吉原　千花 伊藤　蓮 伊藤　蘭 藤沼　奈那 二口　智美 飛鳥　有衣子 勝又　千景 松本　真穂

(日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (明治大学体同連) (日本大学) (日本大学) (日本大学)

小松　春香 太田　もも 関根　美佑 GHIDOLI　Chiara

(山梨太和道場) (山梨太和道場) (如水会本部) (Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　ＵＳＡ)

推比乃　咲瑠 星野　鈴歌 渡辺　りん 寺内　優利花 石川　琴凪 中村　紗也 板山　あいす 和田　悠愛

(如水会能空塾) (如水会緑) (秀麗館) (如水会本部) (寿空会) (荘空館) (英空会) (櫻空舘髙島道場)

奥野　伶香 小泉　菜々 小俣　晴 土田　夏来 JOHNSON　Sydney 瀧澤　瑠月 中村　琉菜 安田　愛華

(如水会緑) (茨城支部) (櫻空山梨) (三条大崎) (Ａｒｉｚｏｎａ　ＵＳＡ) (三条大崎) (古賀道場) (如水会湘南)

花畑　紫音 野々市　篤乃 渡邊　舞菜 横山　ゆずほ 船橋　梨恋 深野　はんな 西田　遥香 西村　香奈

(平和櫻空健和館) (櫻空舘髙島道場) (蒼天和道塾) (北海道北星館) (如水会緑) (如水会湘南) (如水会湘南) (和道流つくば支部)

円馬　睦仁 東田　結羽 小岩　莉々 渡部　拓人 菊池　煌介 川口　ムサ慧 内田　青葉 福島　雅之

(北海道北星館) (平和櫻空健和館) (櫻空舘髙島道場) (誠和会旭川) (誠和会旭川) (十空会野田) (如水会川崎) (如水会能空塾)

船橋　智義 服部　史郎 冨髙　勝久 江田　裕介 小山　祐太 渡邊　将大 工藤　由教 加藤　雅也

(如水会緑) (如水会緑) (和道流成武) (竹山) (相模原) (長泉町支部) (豊心会) (誠和会旭川)

三浦　晃希 若松　廉人 湯田　千晴 秋葉　俊祐 勝又　廉 輿石　蓮 寺内　進之輔 笠原　聖矢

(バーズ空手) (竹山) (町田) (如水会茨城支部) (五空会) (横浜ＹＭＣＡ) (如水会本部) (塩沢空手道会)

斎藤　航海 古川　晟都 久保田　竜成 中原　伶太朗 永樂　友駿 高瀬　煕 塚本　大貴 佐々木　洋太朗

(櫻空舘髙島道場) (櫻空舘髙島道場) (古賀道場) (古賀道場) (世田谷千歳) (櫻空舘髙島道場) (古賀道場) (三和会本部)

岩田　快 林　悠生 田中　勢也 平野　椋大 光安　貫泰 長島　一葵 室井　悠汰 中村　祐大

(正武館) (正武館) (寿空会) (横浜ＹＭＣＡ) (古賀道場) (櫻空舘髙島道場) (如水会川崎) (古賀道場)

青山　彰吾 百武　裕星 樟　尚弥 田中　暖大 今泉　克成 宮本　和輝 宮内　優希 円馬　煌仁

(寿空会) (古賀道場) (櫻空舘髙島道場) (三条大崎) (古賀道場) (英空会) (真和会) (北海道北星館)

上地　春綺 渡邊　雅也 黒瀬　愛生 川口　太一 中田　瑠 田村　幸就 越地　悠人 小岩　真土

(英空会) (如水会湘南) (櫻空舘髙島道場) (英空会) (如水会湘南) (如水会湘南) (如水会湘南) (櫻空舘髙島道場)

森下　珀人 岩田　晴 吉田　俊哉 長澤　慈英 稲村　心 高橋　浄穏 金子　修 水野　蒼空

(三重支部) (正武館) (如水会湘南) (如水会湘南) (櫻空塾) (如水会川崎) (百合ヶ丘) (寿空会)

三谷　彩子 平緒　朋子 生方　彩 吉田　茜 内山　千尋 瀬戸　華奈子 竹花　純子 中村　恵美子

(寿空会) (帯広支部) (如水会根岸) (寿空会) (東京外国語大学空手道部) (竹山) (横須賀) (世田谷千歳)

三宅　良朋 前澤　藍莉 前澤　紅梨 久保田　ゆきの GHIDOLI　Chiara 保坂　優奈 中道　菜々実 武田　沙弥佳

(竹山) (町田) (町田) (古賀道場) (Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　ＵＳＡ) (五空会) (町田) (藤児会)

星野　鈴歌 大形　真菜 福寿　美彩 推比乃　咲瑠 澁谷　穂乃香 寺内　優利花 髙畑　風花 髙橋　すみれ

(如水会緑) (如水会緑) (北海道北星館) (如水会能空塾) (如水会能空塾) (如水会本部) (藤児会) (竹山)

福島　百蘭 戸田沢　鈴香 原　瑞季 嶋田　希々花 渡邊　優菜 奥山　涙 大江　歩心 目黒　優奈

(如水会能空塾) (船橋) (竹山) (竹山) (蒼天和道塾) (如水会湘南) (三重支部) (如水会湘南)

山原　千宙 深野　はんな 西村　碧泉 渡邊　舞菜 伊藤　里紗 横山　ゆずほ 久保田　亜依迦 西田　遥香

(寿空会) (如水会湘南) (蒼天和道塾) (蒼天和道塾) (竹山) (北海道北星館) (古賀道場) (如水会湘南)

漆原　茉那 長島　菖希 奥山　愛 廣瀬　茉由 水野　渚月 渡部　拓人 広瀬　みのり 木田　登生

(如水会湘南) (櫻空舘髙島道場) (如水会湘南) (櫻空塾) (寿空会) (誠和会旭川) (櫻空塾) (横須賀)

錬達 修達 修達
ROOKER　Scott 生方　守 加古　文彦

(Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　ＵＳＡ) (如水会根岸) (如水会湘南)

上位 中位 並位 並位
SALOMAA　Markus 佐野　和広 松本　司 須藤　真

(ＦＩＮＬＡＮＤ) (七面クラブ) (寺尾友空会) (三和会本部)

上位 中位
須山　利恵 東明　美香

(如水会湘南) (和道流成武)

錬達 修達
横山　隆章 梶山　守

(町田) (和道流埼玉)

上位 中位 並位 並位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
生方　真理子 須山　利恵 中村　尚子 中山　雄介 安部　恵美 勝亦　文子 幸元　茂喜 岡野　太一郎

(如水会根岸) (如水会湘南) (如水会湘南) (札幌支部) (竹山) (如水会緑) (竹山) (竹山)

大浦　将裕

藤沼　奈那

３位 敢　　闘　　賞

敢　　闘　　賞
(一般・大学男子及び女子、高校生男子及び女子は、3位	 2名を選出する）

櫻空山梨

３位

長谷川　誠

吉原　千花

櫻井　勇作

伊藤　蓮

日本大学Ｂ

日本大学Ｂ

優勝

優勝

準優勝

日本大学Ａ

日本大学Ａ

準優勝

準優勝

小学２年生以下男女

組手　熟練男子個人戦

組手　壮年男子個人戦

組手　壮年女子個人戦

形　熟練男女個人戦

形　壮年男女個人戦

小学３年生男子

一般・大学女子

高校生女子

中学生女子

小学５・６年生女子

小学３・４年生女子

一般・大学男子

高校生男子

中学生男子

小学６年生男子

小学５年生男子

小学４年生男子

高校生女子

中学生女子

小学５・６年生女子

小学３・４年生女子

小学２年生以下男女

中学生男子

小学６年生男子

小学５年生男子

小学４年生男子

小学３年生男子

一般・大学女子

組手団体戦

組手試合個人戦

形試合個人戦

熟練・壮年

一般・大学男子

一般・大学女子

一般・大学男子

高校生男子

優秀選手
優勝 ３位


