
幼児男子 髙崎　然 心温塾 米川　勇輝 拳友会国際総本部

小学１年男子 津野田　暖 正伝流空手道中村道場 神野　峻汰 空手道　中山道場

小学２年男子 山口　尊正 新極真会東京江戸川支部 戸田　遼太 誠真会館ひばりヶ丘道場 萩原　拓真 心温塾 久島　丈生 龍拳會青葉台支部

小学３年男子27kg未満 佐々木 瑛眞 空手道無限勇進会 栗原　将生 正伝流空手道中村道場 立花　善 拳友会国際総本部 カステロ 東馬 心温塾

小学３年男子27kg以上 西出　圭吾 心温塾 佐藤 真琉晴 光誠会 宇都宮 大地 空手道MAC東京･江戸川道場 福島　蘭丸 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小学４年男子30kg未満 渋谷　維吹 空手道無限勇進会 柏田　篤志 義和流拳法

小学４年男子30kg以上 中野　太陽 昭誠会 澤口　太辰 心温塾 狩野　惺士 実践空手道佐々木道場 倉持　昌斗 講士館本部道場

小学５年男子35kg未満 渡邉　蒼生 光誠会 川嶋　織煌 極真会館木村道場 山内　陽翔 空手道MAC　西袋道場 大久保 昴祐 空手道MAC　西袋道場

小学５年男子35kg以上 末松　裕咲 空手道四葉会 佐々木　湊 義和流拳法 飯田　充輝 空手道MAC東京･江戸川道場 三住　創也 宮本道場

小学６年男子40kg未満 五月女 葵信 新極真会栃木支部 小田島 凜久 空手道　中山道場 髙橋　秀弥 大鹿道場 宮西　琉聖 新極真会栃木支部

小学６年男子40kg以上 緑川　久遠 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ 寺口　琉雅 武心塾カラテ ｶｽﾃﾛ 虎太郎 心温塾 間中　蒼 空手道　四葉会

中学１年男子42kg未満 福嶋　同仁 極真会館木村道場 大木　敬佑 空手道無限勇進会 義岡　慧都 桜琳塾 渡邊　雅己 新極真会栃木支部

中学１年男子52kg未満 石島　碧人 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

中学１年男子52kg以上 髙橋　隼翔 拳友会国際総本部 佐々木 結糸 空手道MAC　西袋道場

中学2～３年男子47kg未満 石黒　蒼真 武立会館

中学2～３年男子57kg未満 野見山 嘉瞳 白蓮会館湘南鎌倉支部 髙崎　駿 心温塾 前田　海斗 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ 畦地　拓歩 新極真会栃木支部

中学2～３年男子57kg以上 五味　結雅 飛馬道場 鵜澤　隼世 空手道無限勇進会

高校男子60kg未満 川崎　拓人 空手道無限勇進会

高校男子70kg未満 佐々木　剛 飛馬道場

高校男子70kg以上 飯田　大惺 空手道MAC東京･江戸川道場

小学１年女子 大黒　紗和子 極真拳武會さいたま浦和支部

小学２年女子 宮西　杏莉 新極真会栃木支部

小学３年女子 酒井　優希 極真会館坂本派金町道場 廣田　杏珠 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小学４年女子30kg以上 鈴木　そよ 桜琳塾

小学５年女子35kg以上 藤原　彩夢 極真拳武會さいたま浦和支部 渡邊　絢音 新極真会栃木支部

中学１年女子43kg未満 内田　花憐 光誠会 箕川　葉琉 韓道場
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小学４年男子30kg以上 中野　太陽 昭誠会 澤口　太辰 心温塾
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小学５年男子35kg以上 末松　裕咲 空手道四葉会 佐々木　湊 義和流拳法

小学６年男子40kg未満 五月女 葵信 新極真会栃木支部 小田島 凜久 空手道　中山道場

小学６年男子40kg以上 緑川　久遠 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ 寺口　琉雅 武心塾カラテ

中学１年男子42kg未満 福嶋　同仁 極真会館木村道場 大木　敬佑 空手道無限勇進会

中学１年男子52kg未満 石島　碧人 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

中学１年男子52kg以上 髙橋　隼翔 拳友会国際総本部 佐々木 結糸 空手道MAC　西袋道場

中学2～３年男子47kg未満 石黒　蒼真 武立会館

中学2～３年男子57kg未満 野見山 嘉瞳 白蓮会館湘南鎌倉支部 髙崎　駿 心温塾

中学2～３年男子57kg以上 五味　結雅 飛馬道場 鵜澤　隼世 空手道無限勇進会

高校男子60kg未満 川崎　拓人 空手道無限勇進会 日暮　健眞 空手道無限勇進会

高校男子70kg未満 佐々木　剛 飛馬道場

高校男子70kg以上 飯田　大惺 空手道MAC東京･江戸川道場

小学１年女子 大黒　紗和子 極真拳武會さいたま浦和支部

小学２年女子 宮西　杏莉 新極真会栃木支部 細井　侑芽 正伝流空手道中村道場

小学３年女子 酒井　優希 極真会館坂本派金町道場 廣田　杏珠 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小学４年女子30kg未満 箕川　咲和 韓道場

小学４年女子30kg以上 鈴木　そよ 桜琳塾

小学５年女子35kg以上 藤原　彩夢 極真拳武會さいたま浦和支部 渡邊　絢音 新極真会栃木支部

小学６年女子40kg以上 濱崎　寿々 空手道　中山道場

中学１年女子43kg未満 内田　花憐 光誠会 箕川　葉琉 韓道場
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