
優勝 今川　翔大 目黒空手インターナショナル 優勝 隠岐　魁人 誠拳会
準優勝 余吾　翔真 松濤明武会 準優勝 川崎　琥暖 全日本空手道剛柔会 正剛道場
第三位 公門　稚雲 愛媛糸東会砥部支部 第三位 小田　祐ノ辰 昇道館
第三位 椿　志龍 尚心派糸東流空手道拳心会 第三位 野島　暖生 剛柔流空手道錬心会
第五位 小泉　洋人 川口空手アカデミー 第五位 岩志　倖希 志木市空手道連盟　向上会
第五位 目黒　律希 全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 第五位 小野　陽叶 剛柔流空手道錬心会
第七位 小田　祐ノ辰 昇道館 第五位 丸山　岳 目黒空手インターナショナル
第七位 佐々木　啓丞 空手道　明日空 第五位 目黒　律希 全日本空手道連盟剛柔会　誠明館

優勝 厂原　紅 昇道館 優勝 小島　実紗 全日本空手道　志空会
準優勝 藤井　美亜 川口空手アカデミー 準優勝 厂原　紅 昇道館
第三位 松永　つかさ 三田空手クラブ 第三位 飯田　玲美 志木市空手道連盟　向上会
第三位 大和　寧々 皆思道場 第三位 名和　愛莉 剛柔流　功道館

優勝 神田　結丞 尚心派糸東流空手道拳心会 優勝 岡島　大虎 松濤明武会
準優勝 岡島　大虎 松濤明武会 準優勝 太田代　心翔 剛柔流　功道館
第三位 鈴木　蓮 松濤明武会 第三位 小畑　光佑 日本空手道　明光館
第三位 小林　蒼昊 凛空手スクール 第三位 髙木　玄修 養正館
第五位 三輪　柑太 横浜空手倶楽部 第五位 鈴木　蓮 松濤明武会
第五位 岡本　泰青 松濤明武会 第五位 金子　新汰 皆思道場
第七位 勝田　隼平 目黒空手インターナショナル 第五位 田中　令旺真 大藪道場
第七位 長谷川　陽奈大 凛空手スクール 第五位 湯本　大志 誠拳会

優勝 浅井　結愛 空手道　明日空 優勝 佐藤　玲奈 空手道 和心会
準優勝 菊地　真央 泊親会　川崎 準優勝 圡屋　彩芭 昇道館
第三位 神谷　珂帆 和道会　美濃 第三位 浅井　結愛 空手道　明日空
第三位 山口　莉桜 誠空館 第三位 遠藤　美月 皆思道場
第五位 神馬　李桜 一宮空手道教室 第五位
第五位 トゥルーラブ　真凛 晴桜塾 第五位
第七位 遠藤　美月 皆思道場 第五位
第七位 濵田　心優 泊親会　川崎 第五位

優勝 和田　侑真 糸東会千政館愛知県本部　天空会 優勝 和田　侑真 糸東会千政館愛知県本部　天空会
準優勝 山田　光晟 泊親会　川崎 準優勝 茂手木　海生 田中道場
第三位 中山　彩冬 誠拳会 第三位 岩田　侑樹 空手道　明日空
第三位 矢部　力也 泊親会　川崎 第三位 土林　千護 誠拳会
第五位 加藤　友粋 蒼鷹会空手道教室 第五位 泉　友厚 空手道　明日空
第五位 濱澤　慧哉 糸東流修交会飛翔舘 第五位 高木　創太 空手道　明日空
第七位 小野　心源 皆思道場 第五位 田中　暖真 大藪道場
第七位 南部　晴夢 空手道　明日空 第五位 藤村　幸ノ介 煌心会

優勝 吉田　莉歩 英心館（長谷川空手スクール） 優勝 鈴木　結依 松濤明武会
準優勝 栗城　香椛 拳志会　町田 準優勝 成島　七海 天空館
第三位 黒田　紬 全日本空手道剛柔会 正剛道場 第三位 東原　彩花 全日本空手道剛柔会 正剛道場
第三位 小板橋　楓雅 日本空手協会所沢支部 第三位 山本　ちり 泊親会　川崎
第五位 岡野　雅花 正統松濤館謙交塾武道館 第五位 上野　もあ 沖縄空手道剛柔流東魁塾
第五位 宮﨑　愛梨 日本空手道　英友会 第五位 佐藤　心春 臣空塾
第七位 上野　もあ 沖縄空手道剛柔流東魁塾 第五位 鈴木　咲子 空手道 和心会
第七位 小島　明依 全日本空手道　志空会 第五位 橋上　紗英 志木市空手道連盟　向上会
第七位 安東　里衣菜 一般社団法人　日本空手道道場会　誠武会

優勝 三井　詠一朗 養正館 優勝 堀井　陽葵 天空館
準優勝 岡嶋　玲 養正館 準優勝 志村　京亮 英心館（長谷川空手スクール）
第三位 山崎　柊 全日本空手道　志空会 第三位 石毛　遥大 剛柔流　功道館
第三位 佐藤　壱 大藪道場 第三位 小林　永和 大義道
第五位 清水　虎次郎 濤心会 第五位 金子　右京 西谷道場
第五位 田中　駿一郎 皆思道場 第五位 迫　哲平 志木市空手道連盟　向上会
第七位 日比  士 和道会  羽島支部 第五位 清水　虎次郎 濤心会
第七位 田村　律 杉並空手道クラブ聖基館 第五位 林　天翼 大義道

優勝 難波　由帆 拳正塾 優勝 岡島　星夏 松濤明武会
準優勝 中嶌　文寧 彰考館 準優勝 村口　ソフィナ 全日本空手道　志空会
第三位 千葉　瑠杏 葉山町空手道協会 第三位 中川　希愛 剛柔流　功道館
第三位 西塚　愛純 三田空手クラブ 第三位 長塚　莉瑛 大義道
第五位 眞島　蘭 日本空手協会大泉支部　磨心道場 第五位 佐藤　ののか 糸東塾桑野支部
第五位 笹嶺　智穂 濤心会 第五位 眞島　蘭 日本空手協会大泉支部　磨心道場
第七位 岩見　華漣 全日本空手道　志空会 第五位 麻生　梨乃 全日本空手道　統道会
第七位 矢野　光 糸東流空手道誠心館 第五位 梅谷　巴菜 松濤明武会

優勝 西森　匠馬 松濤明武会 優勝 末岡　大翔 皆思道場
準優勝 伊藤　泰暉 養正館 準優勝 戸塚　孝大郎 皆思道場
第三位 関山　陽人 拳和会 第三位 長屋　旬 全日本空手道連盟剛柔会　誠明館
第三位 内山　朝陽 剛柔流　功道館 第三位 早川　新大 全日本空手道連盟剛柔会　誠明館
第五位 石川　皇輝 仁悠会 第五位 小川　颯琉 日本空手道泊親会錬心舘
第五位 浅井　陽聖 空手道　明日空 第五位 西村　晃明 空手道 和心会
第七位 小畑　旭希 日本空手道　明光館 第五位 山口　健介 澤木道場
第七位 三輪　柚月 横浜空手倶楽部 第五位 横山　醇 濤心会

優勝 杉野　玲花 松濤連盟　総本部 優勝 今野　咲希 剛和会
準優勝 堀　凛亜 日本空手協会　笠松支部 準優勝 奥田　稀羽 犬山空手道会
第三位 片山　璃彩 空手道　明日空 第三位 杉野　玲花 松濤連盟　総本部
第三位 藤野　杏 小川糸東会 第三位 塚　希々華 大義道
第五位 清水　彩花 拳正塾 第五位 金子　希彩 空手道 和心会
第五位 時田　幸夏 新郷空手道クラブ 第五位 工藤　彩珠 新郷空手道クラブ
第七位 松永　かなめ 三田空手クラブ 第五位 宮良　琉華 剛柔流拳心会
第七位 中山　夏妃 空手道　明日空 第五位 泰永　芽依 高崎西空手道教室
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★形★ ★組手★



優勝 濱澤　武龍 糸東流修交会飛翔舘 優勝 鈴木　愛翔 松濤明武会
準優勝 出村　琉生人 松濤明武会 準優勝 根岸　飛和 大義道
第三位 柴崎　皓埜 拳志会　町田 第三位 田中　想真 大藪道場
第三位 中野　光彬 松濤明武会 第三位 根岸　尊 全日本空手道正友会
第五位 公門　里孔 愛媛糸東会砥部支部 第五位 麻生　武 全日本空手道　統道会
第五位 仲間　琉唄 全日本空手道　志空会 第五位 木村　翼佐 和道会　越谷修道館
第七位 渡邊　瑛太 泊親会　川崎 第五位 杉山　遙也 如水会高津道場
第七位 武田　季悠 糸東流空手道日本虎風舘 第五位 福田　和城 日本空手道濤空会

優勝 髙木　真由 全日本空手道　志空会 優勝 髙木　真由 全日本空手道　志空会
準優勝 村中　愛梨 ワールド　カラテ　アカデミー 準優勝 川上　心那 全日本空手道正友会
第三位 内田　青葉 如水会高津道場 第三位 朝生　心 西谷道場
第三位 中野　綾女 日本空手道泊親会錬心舘 第三位 柳澤　希南 全日本空手道正友会
第五位 小倉　千宙 皆思道場 第五位 内田　青葉 如水会高津道場
第五位 萩原　風佳 全日本空手道剛柔会 正剛道場 第五位 小倉　千宙 皆思道場
第七位 田村　ひまり 川口空手アカデミー 第五位 高木　理央 文武館
第七位 横山　珠夏 谷派修交会広島県連合 第五位 深谷　桃姫 茨城東海自然会

優勝 本多　柊翔 一般社団法人　日本空手道道場会　誠武会 優勝 小松　響 松濤明武会
準優勝 杉野　琉輝 松濤連盟　総本部 準優勝 土橋　鼓太郎 沖縄空手道剛柔流東魁塾
第三位 鈴木　杏太郎 光德館伊藤空手塾 第三位 西山　天晴 全日本空手道　統道会
第三位 小長光　悠太 松濤明武会 第三位 松田　景虎 如水会高津道場
第五位 島ノ江　亜琉 千葉松濤会 第五位 小泉　裕海 剛柔流拳心会
第五位 山本　脩人 剛柔流空手　剛龍館 第五位 佐々木　壮哉 西谷道場
第七位 杉山　夕瑚 全日本空手道　志空会 第五位 栁本　悠輝 英心館（長谷川空手スクール）
第七位 細田　悠斗 剛柔流空手道錬心会 第五位 湯川　真翔 全日本空手道　志空会

優勝 佐藤　小春 大藪道場 優勝 穐野　愛星 英心館（長谷川空手スクール）
準優勝 多田　菜々美 日本空手道濤空会 準優勝 竹内　陽香 高崎西空手道教室
第三位 鈴木　千遥 剛柔流　功道館 第三位 渡村　優那 誠拳会
第三位 山本　遥音 新郷空手道クラブ 第三位 和野　帆花 古空会
第五位 岡野　沙南 正統松濤館謙交塾武道館 第五位 髙木　身奈子 原田道場
第五位 藤江　空 全日本空手道剛柔会 正剛道場 第五位 古田　佳蓮 誠拳会
第七位 猪上　結子 誠空館 第五位 雨宮　ゆら 田中道場
第七位 川本　愛桜 国際勝正館 第五位 佐藤　優莉 正剛館　茨城

優勝 黄木　勇人 西谷道場 優勝 佐藤　玲音 田中道場
準優勝 不知　迅 颯志館御前崎 準優勝 八城　一樹 西谷道場
第三位 大原　健太 晴桜塾 第三位 茅野　将貴 日本空手道　明光館
第三位 平田　駿 川口空手アカデミー 第三位 末岡　蓮人 皆思道場
第五位 本田　塁輝 糸東会千政館愛知県本部　天空会 第五位 瓜生　千颯 川口空手アカデミー
第五位 山口　心叶 剛柔流空手　剛龍館 第五位 瓜生　晴 川口空手アカデミー
第七位 木下　恕維 西谷道場 第五位 佐藤　麒一 皆思道場
第七位 西塚　悠真 三田空手クラブ 第五位 町田　虎太郎 誠拳会

優勝 倉岡　穂乃花 養正館 優勝 久保田　歩 ゴルバニ塾
準優勝 江口　紗颯 拳和会拳真館道場 準優勝 笠井　瑠花 空手道　明日空
第三位 國廣　萌々花 誠心館 海田支部 第三位 澤木　愛月 日本空手道　明桜塾
第三位 酒井　春姫 西谷道場 第三位 福本　柚葉 教空会空手道場
第五位 佐久間　深瑚 賢友流空手道成人館 第五位 天野　葉月 教空会空手道場
第五位 樋口　侑香 山水塾町田支部 第五位 大竹　花奈 糸東塾桑野支部
第七位 邊田　花乃 日本空手道剛柔流剛誠館 第五位 田中　詩 蒼鷹会空手道教室
第七位 森下　莉 全日本空手道連盟一錬会 第五位 堀　実優 西谷道場

優勝 中村　祐太 糸東流空手道日本虎風舘 優勝 小林　宗和 如水会高津道場
準優勝 内田　智晴 全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 準優勝 橋本　大夢 日本空手道　翔道会
第三位 西内　尊 エムアイ空手 第三位 大谷　拳誠 ワールド　カラテ　アカデミー
第三位 古川　優 全日本空手道連盟剛柔会　勇志館 第三位 宋　尹学 日本空手道大濤会仁勇館
第五位 木戸　浩貴 全日本空手道連盟剛柔会　勇志館
第五位 坂本　直柔 日本空手道泊親会錬心舘
第七位 荻原　琉成 泊親会掌空館
第七位 金子　侃司 致道会流山市空手道教室

優勝 福田　純香 川口空手アカデミー 優勝 高　智蓮 日本空手道大濤会仁勇館
準優勝 齊藤　七星 谷派修交会広島県連合 準優勝 水野　凪彩 名空会豊田
第三位 荒木　美栞 泊親会掌空館 第三位 井崎　舞 日本空手道剛武館
第三位 田崎　裕乃 南那須空手道スポーツ少年団 第三位 湯澤　葵 尚心派糸東流空手道 朋心会

優勝 小林　純二 光德館伊藤空手塾 優勝 井上　玄志 澤木道場
準優勝 久保　圭一 道志館 準優勝 橋本　栄一 日本空手道　翔道会
第三位 今井　俊浩 道志館 第三位 渡邊　忠道 幸武館中村道場
第三位 橋本　栄一 日本空手道　翔道会

優勝 関根　千寿子 光德館伊藤空手塾 優勝 小池　陽子 日本空手道　明桜塾
準優勝 山崎　由美子 尚心派糸東流空手道 朋心会 準優勝 山崎　由美子 尚心派糸東流空手道 朋心会
第三位 加藤　ゆかり 日本空手道泊親会　武秀館
第三位 松本　志保 糸洲会　錬心塾

糸東会千政館愛知県本部　天空会

全日本空手道　志空会
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最優秀道場

松濤明武会

優秀選手

和田　侑真

髙木　真由


