
種目 優勝 準優勝

一般組手(会長杯） 町田支部 三河支部 柏空会 新風館A

一般型（館長杯） 三河支部B 三河支部A 新風館A

約束

組手
一般 立川支部A 久が原道場 立川支部B 大塚道場

矢地　範行 寺田　徹也 鎌田　広 関家　嗣

氷見支部 寺田道場 木更津中央支部 ACC

榊原　一彦 加藤　啓史 浅井　信司 勝又　義則

針原支部 神通館 久が原道場 町田支部

山田　幸一 鶴川　吉和 馬場　眞二郎 大西　春樹

富山支部 大塚道場 久が原道場 名古屋国際松濤館クラブ

岩倉　弘晶 岩倉　永幸 山本　周平 新川　敦也

新風館 新風館 三河支部 町田支部

八木　勇人 大野　龍太郎 平松拓丸 脇阪　順

町田支部 三河支部 新風館 総本部

脇阪　順 平松　拓丸 大野　龍太郎 八木　勇斗

総本部 新風館 三河支部 町田支部

増田　千栄 勝又　千景 堀井　明日加 藤村　かれん

新風館 町田支部 三河支部 平澤道場

セイ・モール 太田　亮 朴　珍成 宇津　明

久が原道場 新風館 日野空手道教室 久が原道場

山田　梨央 川村　このみ 廣瀬　由紀 中川　智絵

町田支部 斉藤道場 立川支部 昭和第一学園高校

寺田　徹也 斉藤　享 大西　至

寺田道場 久が原道場 立川支部

榊原　一彦 加藤　啓央 ヘルベルト・ウルフ

針原支部 神通館 常三島支部

細川　輝秋 馬場　眞二郎 神谷　信光

誠道館 久が原道場 ACC

加賀　三郎 金子　亜紀広 加藤　庸

加賀クラブ ACC 魚津支部

有田　由美夏 鈴木　恭子 右田　通子

習志野支部 久が原道場 市川支部

中村　恭平 山本　周平 岩倉　永幸

三河支部 三河支部 新風館

水藤　楓 和田　莉英 杉林　瑠美衣

三河支部 久が原道場 神通館

住井　悠起 上岡　政徳 宇津　明

安芸支部 市川支部 久が原道場

大谷　彩歌 鑓水　倫子 中川　智絵

昭和第一学園高校 久が原道場 昭和第一学園高校
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三位

　マスターズ・一般の部

団
体
戦

個

人

組

手

マスターズ４０歳～４９歳

マスターズ５０歳～５９歳

マスターズ６０歳～６９歳

一般-７０ｋｇ級

一般＋７０ｋｇ級

一般無差別級（片岡杯）

一般女子有段
（理事長杯）

一般男子有級

一般女子有級

個

人

型

マスターズ４０歳～４９歳

マスターズ５０歳～５９歳

マスターズ６０～６９歳

マスターズ７０歳以上

マスターズ女子型の部

一般男子有段

一般女子有段

一般男子有級

一般女子有級



高校生組手 不二越工業高校A 不二越工業高校B 町田支部 昭和第一学園高校A

中学生組手 帝誠館A 帝誠館B 平澤道場 久喜支部B

小学生組手 帝誠館A 平澤道場 宮城県本部 新風館

中学生型 宮城県本部 魚津支部 平澤道場

小学生型 雄心会 寺田道場 雪谷支部

小学年高学年 斉藤道場 雄心会B 相模原支部

小学生低学年 拳和会 雄心会 静岡支部A 静岡支部B

枝本　勝太郎 前田　翔平 竹中　浩章 尾島　翔大

帝誠館 不二越工業高校 不二越工業高校 不二越工業高校

西田　叶夢 小泉　範剛 山口　歩希 半田　大地

帝誠館 平澤道場 三河支部 雄心会

佐野　小粋 久保田　咲貴 鑓水　モモ 大内　梨乃

帝誠館 寺田道場 久が原道場 帝誠館

鈴木　一生 鳥越　羽瑠 橋本　南海 廣瀬　元之輔

富山支部 安芸支部 秦野支部 立川支部

松田彩菜 田中　海帆 多田　茉紘 山田　あみ

富山支部 新風館 府中リムザ支部 三河支部

深江　将大郎 矢吹　優人 大内　英斗 小林　勇裕

帝誠館 宮城県本部 帝誠館 帝誠館

菊地　亮良 長沼　冬和 山田　圭佑 板東　治蔵

帝誠館 斉藤道場 三河支部 寺田道場

岩倉　未桜 太田　柚那 片倉　凛花 川村　あい

新風館 新風館 山形支部 斉藤道場

後藤　楓華 久保田　真貴 今井　愛咲 脇元　天子

寺田道場 寺田道場 富山北支部 久が原道場

松田　莉菜 金澤　英彪 中島　祐哉 小林　源

富山支部 雪谷支部 習志野支部 帝誠館

菊池　晟司 本原　邪馬都 平野　裕大 山口　大輝

帝誠館 針原支部 拳和会 拳和会

長沼　凌央 村上　大地 木下　敬斗 川上　陽向

斉藤道場 雪谷支部 習志野支部 小竹向原道場

尾島　翔大 前田　翔平 大野　義暁

不二越工業高校 不二越工業高校 三河支部

渡辺　晴仁 千葉　悠生 大塚　達喜

相模原支部 宮城県本部 弥栄支部

荻原　里佳 佐々木　みかの 増崎　雛

富山支部 町田支部 正濤館

沖崎　諒 花見　丞梓 山田　あみ

斉藤道場 相模原支部 三河支部

田島　靖健 渡辺　暁郁 久保田　真貴

雄心会 相模原支部 寺田道場

長沼　冬和 川村　あい 片倉　凛花

斉藤道場 斉藤道場 山形支部

金澤　英彪 松田　莉菜 平野　萌々香

雪谷支部 富山支部 武空塾

寺本　剛 田鎖　海麗玲 齋藤　憧

富山支部 岩泉支部 青梅支部

松木　日和梨 神田　菜々子 小野　健太

富山北支部 平澤道場 大塚道場

須田　ひなた 菊池　康誠 齋藤　悠我

武空塾 弥栄支部 雄心会
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　小・中・高校生の部

団体

約束
組手

個

人

組

手

高校生

中学生男子

中学生女子

小学６年生男子

小学６年生女子

小学３年生

小学２年生

小学５年生男子

小学４年生男子

小学４年生女子

小学５年生女子

小学３年生

小学２年生

小学１年生

小学生７級以下

小学１年生

個

人

型

高校生

中学生男子

中学生女子

小学６年生

小学５年生

小学４年生


