
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 80009 誠真会館　ひばりが丘道場 磯田 紫舜那
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 80002 誠真会館　杉並道場 三澤 拓夢
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 80001 誠真会館　東伏見道場 北本 哲
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 80001 誠真会館　東伏見道場 小川 大輔
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10046 武州美里カラテスクール 宇都宮 辰徳
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10038 空手道　己道塾　山崎道場 鍵野 甲一良
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10023 世界総極真　東京都　友心会 関口 貴大
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10023 世界総極真　東京都　友心会 酒井 陽平
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10017 日本空手道　髙橋道場 髙橋 扶汰
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10014 芦原会館　東京本部 遠藤 紘史
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10011 昭武館 稲森 優昂
1 MUGEN-MAIN(一般男子上級） 10010 昭武館　内田道場 白土 貴司

2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10047 世界全極真　志優会 青木 杏樹
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10044 白蓮会館東京墨田 丸山 怜夏
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10044 白蓮会館東京墨田 早乙女 愛弥恵
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10028 士衛塾山梨 伊藤 帆南
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10026 鍛志夢会空手 入江 想
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10010 昭武館　内田道場 宇津城 美優
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10010 昭武館　内田道場 平井 愛菜
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10009 武立会館 石黒 心春
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10007 日本空手道　善志会 杉岡 凛
2 MUGEN-MAIN(一般女子上級） 10003 極真会館　橋本道場 松田 理央

3 一般男子初級: 軽量 80004 誠真会館　所沢道場 花木 一誠
3 一般男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 伊藤 功
3 一般男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 中村 竜也
3 一般男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 新堂 圭太
3 一般男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 佐山 時央
3 一般男子初級: 軽量 10046 武州美里カラテスクール 小野寺 敦
3 一般男子初級: 軽量 10045 武将會 大蔵 海斗
3 一般男子初級: 軽量 10041 白蓮会館　所沢支部 矢野 成人
3 一般男子初級: 軽量 10028 士衛塾山梨 橋本 佳尚
3 一般男子初級: 軽量 10020 武道空手道明新会　小宮道場 尾郷 浩一
3 一般男子初級: 重量 80004 誠真会館　所沢道場 眞木 拓万

4 一般男子初級: 重量 10041 白蓮会館　所沢支部 阿部 基宏
4 一般男子初級: 重量 10033 重心会館空手 柘植 遼太
4 一般男子初級: 重量 10011 昭武館 アブアルハイジャ サーメル

5 一般女子初級: 軽量 80004 誠真会館　所沢道場 海老根 知子
5 一般女子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 宮 梨江
5 一般女子初級: 軽量 10046 武州美里カラテスクール 藤島 祐花梨

6 一般女子初級: 重量 80004 誠真会館　所沢道場 末山 恵

7 ミドル男子初級: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 内藤 智博
7 ミドル男子初級: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 田中 真成
7 ミドル男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 丸井 隆志
7 ミドル男子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 吉村 英仁
7 ミドル男子初級: 軽量 10047 世界全極真　志優会 中野 隆太
7 ミドル男子初級: 軽量 10046 武州美里カラテスクール 田尻 徹
7 ミドル男子初級: 軽量 10040 白蓮会館　浦和支部 篠田 直和
7 ミドル男子初級: 軽量 10014 芦原会館　東京本部 赤井 聡志
7 ミドル男子初級: 軽量 10010 昭武館　内田道場 藤澤 智久
7 ミドル男子初級: 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 廣瀬 庸介
7 ミドル男子初級: 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 石川 健

8 ミドル男子初級: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 今野 敦
8 ミドル男子初級: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 後藤 秀幸
8 ミドル男子初級: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 根本 立彦
8 ミドル男子初級: 重量 10044 白蓮会館東京墨田 吉冨 貴浩
8 ミドル男子初級: 重量 10040 白蓮会館　浦和支部 清本 秀憲
8 ミドル男子初級: 重量 10026 鍛志夢会空手 高橋 透

9 ミドル女子初級: 軽量 10043 極真拳武會　埼京支部 杉野 博美
9 ミドル女子初級: 軽量 10014 芦原会館　東京本部 坂本 恵美

10 ミドル女子初級: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 立和名 幸子
10 ミドル女子初級: 重量 10022 極真空手 志田道場 瀬戸口 知沙

11 ミドル男子: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 毛塚 貴雄
11 ミドル男子: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 星野 信二
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11 ミドル男子: 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 丸山 茂樹
11 ミドル男子: 軽量 10043 極真拳武會　埼京支部 大下 久太郎
11 ミドル男子: 軽量 10040 白蓮会館　浦和支部 宮下 暁喜
11 ミドル男子: 軽量 10040 白蓮会館　浦和支部 花井 順
11 ミドル男子: 軽量 10035 勇志会空手道 青木 健一
11 ミドル男子: 軽量 10025 拳粋会　宮越道場 丹治 朋生
11 ミドル男子: 軽量 10025 拳粋会　宮越道場 後藤 雅宏
11 ミドル男子: 軽量 10024 武州館 白石 裕一
11 ミドル男子: 軽量 10014 芦原会館　東京本部 今井 淳司
11 ミドル男子: 軽量 10010 昭武館　内田道場 須釜 康次

12 ミドル男子: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 上田 康浩
12 ミドル男子: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 小林 弘明
12 ミドル男子: 重量 10049 精鋭会 田口 泰則
12 ミドル男子: 重量 10046 武州美里カラテスクール 西田 晃史
12 ミドル男子: 重量 10022 極真空手 志田道場 白川 宏
12 ミドル男子: 重量 10020 武道空手道明新会　小宮道場 小林 賢一郎
12 ミドル男子: 重量 10017 日本空手道　髙橋道場 石黒 達男

13 ミドル女子: 軽量 10022 極真空手 志田道場 山口 葉子

14 ミドル女子: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 山本 理奈

15 マスターズ男子 80004 誠真会館　所沢道場 池田 智史
15 マスターズ男子 80002 誠真会館　杉並道場 角田 健明
15 マスターズ男子 80001 誠真会館　東伏見道場 高宮 義明
15 マスターズ男子 10044 白蓮会館東京墨田 秋葉 活男
15 マスターズ男子 10039 己道塾辻道場 小島 紀弘
15 マスターズ男子 10033 重心会館空手 佐々木 浩之
15 マスターズ男子 10028 士衛塾山梨 伊藤 龍吾
15 マスターズ男子 10025 拳粋会　宮越道場 赤塚 剛
15 マスターズ男子 10022 極真空手 志田道場 前原 達治
15 マスターズ男子 10022 極真空手 志田道場 守屋 光興
15 マスターズ男子 10022 極真空手 志田道場 岡部 健一郎
15 マスターズ男子 10022 極真空手 志田道場 時田 栄次
15 マスターズ男子 10022 極真空手 志田道場 野澤 拓也

16 マスターズ女子 10051 北斗會中平道場 西村 薫
16 マスターズ女子 10030 空手道　石島道場 柏木 薫

18 高校男子初級: 重量 10033 重心会館空手 高橋 護

19 高校女子初級: 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 肥後 彩花
19 高校女子初級: 軽量 10026 鍛志夢会空手 高橋 凛
19 高校女子初級: 軽量 10014 芦原会館　東京本部 森川 奈華

20 高校女子初級: 重量 10021 空手拳法道 実践会 橋詰 志保

21 高校男子 : 軽量 10010 昭武館　内田道場 小谷野 聖響

22 高校男子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 石原 颯一郎
22 高校男子 : 重量 10037 国際総合武道拳気道会 菊田 隆世
22 高校男子 : 重量 10004 極真拳武會　さいたま浦和支部 飯田 大智

23 高校女子: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 藤原 杏佳
23 高校女子: 軽量 10048 新武会 金 美楓子
23 高校女子: 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 松﨑 姫菜
23 高校女子: 軽量 10026 鍛志夢会空手 入江 憩

25 中学男子初級: 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 工藤 誠
25 中学男子初級: 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 西村 宗一郎
25 中学男子初級: 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 庄子 凜太郎
25 中学男子初級: 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 釘本 慶次
25 中学男子初級: 軽量 10011 昭武館 富澤 勇飛

26 中学男子初級: 重量 10037 国際総合武道拳気道会 本多 永那翔
26 中学男子初級: 重量 10022 極真空手 志田道場 瀬戸口 塁

27 中学女子初級: 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 秋田 ひなた
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29 中学男子: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 阿部 優翔
29 中学男子: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 鎌田 樹希
29 中学男子: 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 樫原 孝太朗
29 中学男子: 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 増田 直志郎
29 中学男子: 軽量 10051 北斗會中平道場 森田 悠斗
29 中学男子: 軽量 10048 新武会 金 颯一朗
29 中学男子: 軽量 10041 白蓮会館　所沢支部 北村 勇人
29 中学男子: 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 登坂 太晴
29 中学男子: 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 菊田 将英
29 中学男子: 軽量 10036 昭武館　荒川道場 柴﨑 涼
29 中学男子: 軽量 10025 拳粋会　宮越道場 長野 琥佑
29 中学男子: 軽量 10010 昭武館　内田道場 松本 碧太

30 中学男子: 重量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 藤沼 憲史朗
30 中学男子: 重量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 関野 佑
30 中学男子: 重量 80002 誠真会館　杉並道場 森 伊織
30 中学男子: 重量 80002 誠真会館　杉並道場 宇津木 康礼
30 中学男子: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 飯塚 人和
30 中学男子: 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 吉田 樹
30 中学男子: 重量 10051 北斗會中平道場 高橋 太朗
30 中学男子: 重量 10051 北斗會中平道場 福田 祥太郎
30 中学男子: 重量 10045 武将會 山本 貫太
30 中学男子: 重量 10042 勇志会川越支部 三浦 粋翔
30 中学男子: 重量 10037 国際総合武道拳気道会 笠原 結生
30 中学男子: 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 寺島 涼

31 中学女子: 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 川上 日菜乃
31 中学女子: 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 櫻井 友奈
31 中学女子: 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 石﨑 莉子
31 中学女子: 軽量 10026 鍛志夢会空手 入江 悠
31 中学女子: 軽量 10013 空手道一狼塾 柳田 稀音
31 中学女子: 軽量 10010 昭武館　内田道場 安田 愛梨
31 中学女子: 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 松園 凜

32 中学女子: 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 渡邉 希海
32 中学女子: 重量 10037 国際総合武道拳気道会 橋本 梨加

33 幼年男女 (初試合) 80003 誠真会館　秋津道場 木下 知美
33 幼年男女 (初試合) 80002 誠真会館　杉並道場 長田 爽汰
33 幼年男女 (初試合) 10044 白蓮会館東京墨田 吉冨 秀
33 幼年男女 (初試合) 10002 実践空手道　佐々木道場 大竹 史恩

34 幼年男女 80001 誠真会館　東伏見道場 平田 和樹
34 幼年男女 10047 世界全極真　志優会 朽木 研徳
34 幼年男女 10044 白蓮会館東京墨田 山澤 奏介
34 幼年男女 10044 白蓮会館東京墨田 上田 莉子
34 幼年男女 10043 極真拳武會　埼京支部 若林 功樹
34 幼年男女 10037 国際総合武道拳気道会 森下 泰成
34 幼年男女 10037 国際総合武道拳気道会 中野 楽々
34 幼年男女 10037 国際総合武道拳気道会 守山 璃玖人
34 幼年男女 10030 空手道　石島道場 富永 悠
34 幼年男女 10030 空手道　石島道場 前田 琉生
34 幼年男女 10024 武州館 池田 祥太
34 幼年男女 10023 世界総極真　東京都　友心会 長谷川 慎
34 幼年男女 10023 世界総極真　東京都　友心会 田中 満帆
34 幼年男女 10019 極真拳武會　城南品川支部 深井 晴翔
34 幼年男女 10011 昭武館 松本 龍人
34 幼年男女 10010 昭武館　内田道場 宮原 凌矢
34 幼年男女 10010 昭武館　内田道場 下手　 莉衣奈
34 幼年男女 10010 昭武館　内田道場 粕谷 実乃莉
34 幼年男女 10006 天翔塾 早瀬 碧
34 幼年男女 10004 極真拳武會　さいたま浦和支部 内田 裕隆
34 幼年男女 10002 実践空手道　佐々木道場 小島 櫂

35 小1 年男子（初試合） 80005 誠真会館　文京道場 髙橋 良輔
35 小1 年男子（初試合） 80005 誠真会館　文京道場 護守 慶
35 小1 年男子（初試合） 80005 誠真会館　文京道場 金井　 慧
35 小1 年男子（初試合） 80005 誠真会館　文京道場 小島 史渡
35 小1 年男子（初試合） 80004 誠真会館　所沢道場 許 健豪
35 小1 年男子（初試合） 10049 精鋭会 大河原 匠ノ助
35 小1 年男子（初試合） 10041 白蓮会館　所沢支部 林 利音
35 小1 年男子（初試合） 10023 世界総極真　東京都　友心会 福田 友誠
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35 小1 年男子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 前西原 隆基
35 小1 年男子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 金子 渚斗
35 小1 年男子（初試合） 10002 実践空手道　佐々木道場 谷川 太星

36 小2 年男子（初試合） 80010 誠真会館　新座朝霞道場 瀧澤 恵斗
36 小2 年男子（初試合） 80006 誠真会館　落合南長崎道場 松村 紀哉
36 小2 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 大熊 麻仁
36 小2 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 武田 琉之介
36 小2 年男子（初試合） 80001 誠真会館　東伏見道場 新宮 広己
36 小2 年男子（初試合） 80001 誠真会館　東伏見道場 細田 湊介
36 小2 年男子（初試合） 10049 精鋭会 佐藤 光人
36 小2 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 小林 來毅
36 小2 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 荒川 颯介
36 小2 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 西野 優多
36 小2 年男子（初試合） 10022 極真空手 志田道場 ピーシェル 東磨
36 小2 年男子（初試合） 10022 極真空手 志田道場 渡邉 陸
36 小2 年男子（初試合） 10022 極真空手 志田道場 河内 総佑
36 小2 年男子（初試合） 10017 日本空手道　髙橋道場 桑沢 廉士
36 小2 年男子（初試合） 10017 日本空手道　髙橋道場 大峰 達史
36 小2 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 佐藤 礼旺
36 小2 年男子（初試合） 10011 昭武館 横手 楓真
36 小2 年男子（初試合） 10009 武立会館 千田 真虎
36 小2 年男子（初試合） 10005 坂井道場 岡本 浩聖
36 小2 年男子（初試合） 10005 坂井道場 大澤 明佳
36 小2 年男子（初試合） 10005 坂井道場 由良 洸大郎

37 小3 年男子（初試合） 80007 誠真会館　花小金井道場 安井 晴大
37 小3 年男子（初試合） 80004 誠真会館　所沢道場 永井 侑太郎
37 小3 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 太田 颯真
37 小3 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 金子 絆楓
37 小3 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 橋本 健吾
37 小3 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 橋本 大知
37 小3 年男子（初試合） 80002 誠真会館　杉並道場 濱川 蓮太朗
37 小3 年男子（初試合） 80001 誠真会館　東伏見道場 石川 龍志
37 小3 年男子（初試合） 10047 世界全極真　志優会 田中 楓馬
37 小3 年男子（初試合） 10047 世界全極真　志優会 菊地 琉月
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 強矢 陽大
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 吉田 颯介
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 石塚 竜斗
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 小谷 修瑚
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 宮北 丈太郎
37 小3 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 山中 朝陽
37 小3 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 山中 仁徳
37 小3 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 鈴木 櫂生
37 小3 年男子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 寺神 星空
37 小3 年男子（初試合） 10005 坂井道場 大庭 有翔
37 小3 年男子（初試合） 80004 誠真会館　所沢道場 渡辺 博己
37 小3 年男子（初試合） 80004 誠真会館　所沢道場 石渡 壮亮

38 小4 年男子（初試合） 80010 誠真会館　新座朝霞道場 松村 陵太
38 小4 年男子（初試合） 80005 誠真会館　文京道場 髙橋 孝典
38 小4 年男子（初試合） 10041 白蓮会館　所沢支部 豊泉 晴
38 小4 年男子（初試合） 10041 白蓮会館　所沢支部 小暮 悠太
38 小4 年男子（初試合） 10028 士衛塾山梨 渡邉 龍之介
38 小4 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 栗原 涼太朗
38 小4 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 長野 龍佑
38 小4 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 渡辺 景之介
38 小4 年男子（初試合） 10009 武立会館 服部 雄大
38 小4 年男子（初試合） 10009 武立会館 原 光希

39 小5 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 小薗 春斗
39 小5 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 鈴木 結朝
39 小5 年男子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 小川 ジェイク龍音

40 小6 年男子（初試合） 80010 誠真会館　新座朝霞道場 女ケ沢 海翔
40 小6 年男子（初試合） 10041 白蓮会館　所沢支部 豊泉 暁
40 小6 年男子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 木崎 日向
40 小6 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 深山 郁斗
40 小6 年男子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 遠藤 龍仁
40 小6 年男子（初試合） 10009 武立会館 佐々木 勇之介
40 小6 年男子（初試合） 10009 武立会館 石塚 陽真

41 小1-2 年女子（初試合） 80001 誠真会館　東伏見道場 鈴木 優和
41 小1-2 年女子（初試合） 10049 精鋭会 寺井 寿々音



41 小1-2 年女子（初試合） 10022 極真空手 志田道場 髙橋 里咲

42 小3-4 年女子（初試合） 80010 誠真会館　新座朝霞道場 柴 結子
42 小3-4 年女子（初試合） 80006 誠真会館　落合南長崎道場 小川 梨紗
42 小3-4 年女子（初試合） 80001 誠真会館　東伏見道場 榎本 彩莉
42 小3-4 年女子（初試合） 10049 精鋭会 寺井 琴春
42 小3-4 年女子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 谷 麻衣香
42 小3-4 年女子（初試合） 10025 拳粋会　宮越道場 吉田 沙羅
42 小3-4 年女子（初試合） 10014 芦原会館　東京本部 高橋 咲陽
42 小3-4 年女子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 出岡 凛々
43 小5-6 年女子（初試合） 10020 武道空手道明新会　小宮道場 山下 麗菜

43 小5-6 年女子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 阿部 花穂
43 小5-6 年女子（初試合） 10010 昭武館　内田道場 谷島 百花

44 小1 年男子(初級) 80002 誠真会館　杉並道場 花田 拓人
44 小1 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 吉原 大翔
44 小1 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 田中 康太
44 小1 年男子(初級) 10044 白蓮会館東京墨田 稲川 心乃助
44 小1 年男子(初級) 10038 空手道　己道塾　山崎道場 坂口 凜空
44 小1 年男子(初級) 10037 国際総合武道拳気道会 九鬼 耀裕
44 小1 年男子(初級) 10036 昭武館　荒川道場 正田 朔太郎

45 小2 年男子(初級) 80007 誠真会館　花小金井道場 植木 竣多朗
45 小2 年男子(初級) 80007 誠真会館　花小金井道場 市川 大暉
45 小2 年男子(初級) 80007 誠真会館　花小金井道場 森川 葵士
45 小2 年男子(初級) 80006 誠真会館　落合南長崎道場 新村 駿
45 小2 年男子(初級) 80002 誠真会館　杉並道場 岩井 文吾
45 小2 年男子(初級) 80002 誠真会館　杉並道場 星 遥太
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 吉田 諧司
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 安江 芳斗
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 小林 聖稀
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 加山 陸
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 荒井 陽太
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 高石 快翔
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 竹村 明謙
45 小2 年男子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 新堂 司
45 小2 年男子(初級) 10044 白蓮会館東京墨田 小林 青嗣
45 小2 年男子(初級) 10039 己道塾辻道場 尾崎 一翔
45 小2 年男子(初級) 10037 国際総合武道拳気道会 菅原 慧
45 小2 年男子(初級) 10037 国際総合武道拳気道会 庄子 諒助
45 小2 年男子(初級) 10030 空手道　石島道場 吉田 裕翔
45 小2 年男子(初級) 10026 鍛志夢会空手 青木 廉
45 小2 年男子(初級) 10014 芦原会館　東京本部 赤井 利津月
45 小2 年男子(初級) 10010 昭武館　内田道場 粕谷 大琥
45 小2 年男子(初級) 10010 昭武館　内田道場 谷島 旭飛
45 小2 年男子(初級) 10006 天翔塾 石井 日向

46 小3 年男子(初級): 軽量 80005 誠真会館　文京道場 高見澤 樹希
46 小3 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 鈴木 健悟
46 小3 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 内田 新
46 小3 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 福田 宗祐
46 小3 年男子(初級): 軽量 10049 精鋭会 鈴木 杜空
46 小3 年男子(初級): 軽量 10047 世界全極真　志優会 福嶋 理
46 小3 年男子(初級): 軽量 10047 世界全極真　志優会 植原 啓太郎
46 小3 年男子(初級): 軽量 10046 武州美里カラテスクール 笠原 聖陽
46 小3 年男子(初級): 軽量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 善財 悠恵
46 小3 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 金森 賢
46 小3 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 大友 惟吹
46 小3 年男子(初級): 軽量 10032 フルコンタクトカラテ闘塾 木村 楓
46 小3 年男子(初級): 軽量 10024 武州館 池田 大知
46 小3 年男子(初級): 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 田中 佑斗
46 小3 年男子(初級): 軽量 10017 日本空手道　髙橋道場 濵田 乾介
46 小3 年男子(初級): 軽量 10017 日本空手道　髙橋道場 森 悠雅
46 小3 年男子(初級): 軽量 10010 昭武館　内田道場 小牟田 太吾
46 小3 年男子(初級): 軽量 10009 武立会館 島津 健
46 小3 年男子(初級): 軽量 10009 武立会館 小林 暁史
46 小3 年男子(初級): 軽量 10003 極真会館　橋本道場 岡崎 航明
46 小3 年男子(初級): 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 吉満 凛人

47 小3 年男子(初級): 重量 80007 誠真会館　花小金井道場 島田 偉楓
47 小3 年男子(初級): 重量 80005 誠真会館　文京道場 盧 諺哉
47 小3 年男子(初級): 重量 80004 誠真会館　所沢道場 井上 朝稀
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 池田 舷人



47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 玉手 瑛人
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 及川 欽之典
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 佐藤 匠真
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 本間 隆之亮
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 三澤 悠空
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 端 航大
47 小3 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 レオン 和輝
47 小3 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 川崎 裕翔
47 小3 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 長井 泰雅
47 小3 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 内堀 怜音
47 小3 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 飯塚 拓人
47 小3 年男子(初級): 重量 10051 北斗會中平道場 中村 実
47 小3 年男子(初級): 重量 10049 精鋭会 小島 春芽
47 小3 年男子(初級): 重量 10047 世界全極真　志優会 中本 拓真
47 小3 年男子(初級): 重量 10047 世界全極真　志優会 吉澤 由翔
47 小3 年男子(初級): 重量 10047 世界全極真　志優会 小山 絢斗
47 小3 年男子(初級): 重量 10046 武州美里カラテスクール 竹内 憲司郎
47 小3 年男子(初級): 重量 10044 白蓮会館東京墨田 稲川 仁乃助
47 小3 年男子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 九鬼 将統
47 小3 年男子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 クアルトロー 太陽
47 小3 年男子(初級): 重量 10028 士衛塾山梨 前田 悠冴

48 小4 年男子(初級): 軽量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 井殿 瑛翔
48 小4 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 長竹 央太郎
48 小4 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 一ノ瀬 桧己
48 小4 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 横澤 啓太
48 小4 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 森 健太郎
48 小4 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 庄野 創一朗
48 小4 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 小達 蒼太
48 小4 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 金森 一輝
48 小4 年男子(初級): 軽量 10032 フルコンタクトカラテ闘塾 黒田 琉絆
48 小4 年男子(初級): 軽量 10030 空手道　石島道場 吉田 　悠真
48 小4 年男子(初級): 軽量 10024 武州館 松山 颯介

49 小4 年男子(初級): 重量 80007 誠真会館　花小金井道場 中澤 楓
49 小4 年男子(初級): 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 小夫 練人
49 小4 年男子(初級): 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 増田 将真
49 小4 年男子(初級): 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 山下 貴裕
49 小4 年男子(初級): 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 張 浩天
49 小4 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 山田 圭悟
49 小4 年男子(初級): 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 坂上 優史朗
49 小4 年男子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 有川 エイデン
49 小4 年男子(初級): 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 佐藤 史月
49 小4 年男子(初級): 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 高松 健
49 小4 年男子(初級): 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 黒木 涼雅
49 小4 年男子(初級): 重量 10017 日本空手道　髙橋道場 藤咲 克己

50 小5 年男子(初級): 軽量 80005 誠真会館　文京道場 山下 敬正
50 小5 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 齊藤 愁
50 小5 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 桑原 直史
50 小5 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 石塚 翔大
50 小5 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 山田 惺南
50 小5 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 池上 雄祐
50 小5 年男子(初級): 軽量 10047 世界全極真　志優会 古田 武蔵
50 小5 年男子(初級): 軽量 10047 世界全極真　志優会 福嶋 旦
50 小5 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 菅原 陸
50 小5 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 中野 咲
50 小5 年男子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 桂 宗平
50 小5 年男子(初級): 軽量 10036 昭武館　荒川道場 山本 恭太郎
50 小5 年男子(初級): 軽量 10034 日本空手道 高橋塾 藤宮 栄人
50 小5 年男子(初級): 軽量 10026 鍛志夢会空手 服部 希皇
50 小5 年男子(初級): 軽量 10005 坂井道場 野 耀介
50 小5 年男子(初級): 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 大原 光貴

51 小5 年男子(初級): 重量 80005 誠真会館　文京道場 森 拓馬
51 小5 年男子(初級): 重量 80004 誠真会館　所沢道場 原 史哉
51 小5 年男子(初級): 重量 80004 誠真会館　所沢道場 重廣 湊人
51 小5 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 内藤 庵里
51 小5 年男子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 マティチャック オエン
51 小5 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 中島 陸玖
51 小5 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 石田 一喜
51 小5 年男子(初級): 重量 10047 世界全極真　志優会 宮下 未来翔
51 小5 年男子(初級): 重量 10045 武将會 伊藤 綾人
51 小5 年男子(初級): 重量 10039 己道塾辻道場 飯田 蒼大



51 小5 年男子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 佐藤 明樹
51 小5 年男子(初級): 重量 10014 芦原会館　東京本部 高野 渉
51 小5 年男子(初級): 重量 10011 昭武館 須田 琉偉
51 小5 年男子(初級): 重量 10010 昭武館　内田道場 細部 凱士
51 小5 年男子(初級): 重量 10010 昭武館　内田道場 出岡 慶次
51 小5 年男子(初級): 重量 10006 天翔塾 青木 光路郎
51 小5 年男子(初級): 重量 10002 実践空手道　佐々木道場 矢島 優樹

52 小6 年男子(初級): 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 石田 雄土
52 小6 年男子(初級): 軽量 80005 誠真会館　文京道場 富澤 正太
52 小6 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 小嶋 諒太
52 小6 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 辻田 柊
52 小6 年男子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 髙橋 幸佑
52 小6 年男子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 西﨑 悠吾
52 小6 年男子(初級): 軽量 10046 武州美里カラテスクール 小林 天翔
52 小6 年男子(初級): 軽量 10043 極真拳武會　埼京支部 森山 勇之介
52 小6 年男子(初級): 軽量 10039 己道塾辻道場 中山 優
52 小6 年男子(初級): 軽量 10036 昭武館　荒川道場 最上 颯太
52 小6 年男子(初級): 軽量 10029 FIGHTING BEAT実戦空手道場 福田 葉
52 小6 年男子(初級): 軽量 10010 昭武館　内田道場 須藤 唯斗

53 小6 年男子(初級): 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 冨田 煌貴
53 小6 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 林 拓海
53 小6 年男子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 根本 唯希
53 小6 年男子(初級): 重量 10049 精鋭会 小島 春輝
53 小6 年男子(初級): 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 櫻井 丈慈
53 小6 年男子(初級): 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 坂上 京太朗
53 小6 年男子(初級): 重量 10025 拳粋会　宮越道場 鈴木 悠望
53 小6 年男子(初級): 重量 10025 拳粋会　宮越道場 白澤 幹太
53 小6 年男子(初級): 重量 10024 武州館 竹内 瑠
53 小6 年男子(初級): 重量 10017 日本空手道　髙橋道場 髙石 敦義
53 小6 年男子(初級): 重量 10005 坂井道場 大澤 弥誼

54 小1 年女子(初級) 10047 世界全極真　志優会 小嶋 秋海
54 小1 年女子(初級) 10038 空手道　己道塾　山崎道場 渡邉 瑠海
54 小1 年女子(初級) 10037 国際総合武道拳気道会 金森 佳乃
54 小1 年女子(初級) 10017 日本空手道　髙橋道場 重富 結衣
54 小1 年女子(初級) 10014 芦原会館　東京本部 長沼 ひなた

55 小2 年女子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 浦部 千景
55 小2 年女子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 吉村 唯
55 小2 年女子(初級) 80001 誠真会館　東伏見道場 平田 実咲
55 小2 年女子(初級) 10045 武将會 田島 詩歩
55 小2 年女子(初級) 10037 国際総合武道拳気道会 石﨑 史織
55 小2 年女子(初級) 10011 昭武館 須田 琉華

56 小3 年女子(初級): 軽量 80005 誠真会館　文京道場 金井 果子
56 小3 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 名古屋 琴美
56 小3 年女子(初級): 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 織茂 咲衣

57 小3 年女子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 山下 はな
57 小3 年女子(初級): 重量 10041 白蓮会館　所沢支部 入澤 希愛
57 小3 年女子(初級): 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 櫻井 瑛麻

58 小4 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 渡邊 すず菜
58 小4 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 岡内 星し禾
58 小4 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 阿部 かれん
58 小4 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 池田 琴羽
58 小4 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 松田 芽依
58 小4 年女子(初級): 軽量 10048 新武会 小室 咲葵
58 小4 年女子(初級): 軽量 10037 国際総合武道拳気道会 久保 明莉
58 小4 年女子(初級): 軽量 10030 空手道　石島道場 方岡 優里

59 小4 年女子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 名古屋 夏凜

60 小5 年女子(初級): 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 五十田 芽生
60 小5 年女子(初級): 軽量 10010 昭武館　内田道場 北川 真愛

61 小5 年女子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 小森 香凛
61 小5 年女子(初級): 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 藤山 志帆
61 小5 年女子(初級): 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 櫻井 詩奈
61 小5 年女子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 松浦 里保
61 小5 年女子(初級): 重量 10011 昭武館 長崎 花保

※トーナメント不成立のため、追ってご連絡致します。



61 小5 年女子(初級): 重量 10010 昭武館　内田道場 西田 愛瑠

62 小6 年女子(初級): 軽量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 井筒 央
62 小6 年女子(初級): 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 横澤 里南
63 小6 年女子(初級): 重量 80002 誠真会館　杉並道場 浅野 茶茶
63 小6 年女子(初級): 重量 10037 国際総合武道拳気道会 クアルトロー 愛生楽
63 小6 年女子(初級): 重量 10010 昭武館　内田道場 佐藤 莉琉樺
63 小6 年女子(初級): 重量 10010 昭武館　内田道場 石井 奈々

64 小1 年男子 80007 誠真会館　花小金井道場 琴浦 達也
64 小1 年男子 80005 誠真会館　文京道場 畔上 隼
64 小1 年男子 80005 誠真会館　文京道場 後藤 拓志
64 小1 年男子 80005 誠真会館　文京道場 山口 健
64 小1 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 漆間 奏介
64 小1 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 和田 林太朗
64 小1 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 鈴木 瑛太
64 小1 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 石川 諒多
64 小1 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 梅本 泰地
64 小1 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 小泉 慶太
64 小1 年男子 10047 世界全極真　志優会 小山 燈吾
64 小1 年男子 10037 国際総合武道拳気道会 丸橋 幸真
64 小1 年男子 10037 国際総合武道拳気道会 大友 陽月
64 小1 年男子 10018 白蓮会館湘南鎌倉支部 渡邊 剛
64 小1 年男子 10011 昭武館 藤井 蓮
64 小1 年男子 10011 昭武館 山田 悠翔
64 小1 年男子 10010 昭武館　内田道場 下手　 蒼太
64 小1 年男子 10010 昭武館　内田道場 北川 拓虎
64 小1 年男子 10010 昭武館　内田道場 内田 天真
64 小1 年男子 10006 天翔塾 中尾 幸資
64 小1 年男子 10002 実践空手道　佐々木道場 小林 治真
64 小1 年男子 10002 実践空手道　佐々木道場 伊藤 縁

65 小2 年男子 80010 誠真会館　新座朝霞道場 佐々木 康介
65 小2 年男子 80010 誠真会館　新座朝霞道場 森 悠真
65 小2 年男子 80005 誠真会館　文京道場 釘本 佳弥
65 小2 年男子 80005 誠真会館　文京道場 今井 大貴
65 小2 年男子 80005 誠真会館　文京道場 須川 高太郎
65 小2 年男子 80003 誠真会館　秋津道場 戸田 遼太
65 小2 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 増田 修一郎
65 小2 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 飯島 悠生
65 小2 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 紺井 晴生
65 小2 年男子 80002 誠真会館　杉並道場 澤井 力汰
65 小2 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 安達 陽葵
65 小2 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 矢代 愛登
65 小2 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 荒井 律輝
65 小2 年男子 80001 誠真会館　東伏見道場 田中 颯真
65 小2 年男子 10049 精鋭会 清水 董馬
65 小2 年男子 10049 精鋭会 宮岡 優人
65 小2 年男子 10047 世界全極真　志優会 秋本 龍哉
65 小2 年男子 10047 世界全極真　志優会 朽木 永徳
65 小2 年男子 10047 世界全極真　志優会 鈴木 颯空
65 小2 年男子 10044 白蓮会館東京墨田 鶴田 朝陽
65 小2 年男子 10044 白蓮会館東京墨田 松澤 歩夢
65 小2 年男子 10044 白蓮会館東京墨田 上田 龍ノ介
65 小2 年男子 10038 空手道　己道塾　山崎道場 松下 斗也
65 小2 年男子 10035 勇志会空手道 堀 友樹
65 小2 年男子 10035 勇志会空手道 林 旺志郎
65 小2 年男子 10023 世界総極真　東京都　友心会 篠原 悠斗
65 小2 年男子 10023 世界総極真　東京都　友心会 小竹 志侑
65 小2 年男子 10023 世界総極真　東京都　友心会 鈴木 涼太
65 小2 年男子 10020 武道空手道明新会　小宮道場 神原 千駕
65 小2 年男子 10020 武道空手道明新会　小宮道場 澁谷 武尊
65 小2 年男子 10006 天翔塾 齋藤 蓮

66 小3 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 二場 晴斗
66 小3 年男子 : 軽量 10051 北斗會中平道場 森田 奏斗
66 小3 年男子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 渡邉 一稀
66 小3 年男子 : 軽量 10034 日本空手道 高橋塾 川原 凛太郎
66 小3 年男子 : 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 手塚 春陽
66 小3 年男子 : 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 大川原 遼人
66 小3 年男子 : 軽量 10005 坂井道場 後藤 謙吾
66 小3 年男子 : 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 堤 智也
66 小3 年男子 : 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 細坪 輝
66 小3 年男子 : 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 藤山 隼



67 小3 年男子 : 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 山田 陽斗
67 小3 年男子 : 重量 80005 誠真会館　文京道場 石井 凱
67 小3 年男子 : 重量 80004 誠真会館　所沢道場 池田 大臥
67 小3 年男子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 木村 悠人
67 小3 年男子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 土橋 直明
67 小3 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 水野 陽斗
67 小3 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 八木 一真
67 小3 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 青木 虎ノ介
67 小3 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 一瀬 賢志郎
67 小3 年男子 : 重量 10052 神武館　野村道場 山本 琉偉
67 小3 年男子 : 重量 10052 神武館　野村道場 山本 空羅
67 小3 年男子 : 重量 10047 世界全極真　志優会 八牟禮 類斗
67 小3 年男子 : 重量 10047 世界全極真　志優会 鈴木 白虎
67 小3 年男子 : 重量 10043 極真拳武會　埼京支部 山野 金之助
67 小3 年男子 : 重量 10034 日本空手道 高橋塾 藤宮 希介
67 小3 年男子 : 重量 10029 FIGHTING BEAT実戦空手道場 白石 悠人
67 小3 年男子 : 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 八嶋 秀明
67 小3 年男子 : 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 釘本 匠
67 小3 年男子 : 重量 10017 日本空手道　髙橋道場 立原 光太
67 小3 年男子 : 重量 10002 実践空手道　佐々木道場 松園 公謙

68 小4 年男子 : 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 佐々木 夢翔
68 小4 年男子 : 軽量 80007 誠真会館　花小金井道場 琴浦 結貴
68 小4 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 花田 和樹
68 小4 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 加藤 力斗
68 小4 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 濱口 晃丞
68 小4 年男子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 秋本 晟弐
68 小4 年男子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 中野 隆星
68 小4 年男子 : 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 鶴田 大洋
68 小4 年男子 : 軽量 10028 士衛塾山梨 野崎 光生
68 小4 年男子 : 軽量 10028 士衛塾山梨 宮下 琉汰
68 小4 年男子 : 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 長尾 颯天
68 小4 年男子 : 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 長尾 晃汰
68 小4 年男子 : 軽量 10023 世界総極真　東京都　友心会 鈴木 宏輔
68 小4 年男子 : 軽量 10020 武道空手道明新会　小宮道場 澁谷 虎太郎
68 小4 年男子 : 軽量 10014 芦原会館　東京本部 山﨑 大吾
68 小4 年男子 : 軽量 10011 昭武館 富澤 瑞己
68 小4 年男子 : 軽量 10011 昭武館 森田 彪雅
68 小4 年男子 : 軽量 10010 昭武館　内田道場 松橋 怜央

69 小4 年男子 : 重量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 平井 一哉
69 小4 年男子 : 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 田中 大翔
69 小4 年男子 : 重量 80006 誠真会館　落合南長崎道場 大田 雄麒
69 小4 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 佐藤 一真
69 小4 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 島越 龍政
69 小4 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 江原 優志
69 小4 年男子 : 重量 10052 神武館　野村道場 菊池 善
69 小4 年男子 : 重量 10052 神武館　野村道場 山本 凱士
69 小4 年男子 : 重量 10047 世界全極真　志優会 五味田 真
69 小4 年男子 : 重量 10043 極真拳武會　埼京支部 田中 照大
69 小4 年男子 : 重量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 松下 力也
69 小4 年男子 : 重量 10023 世界総極真　東京都　友心会 磯長 優吏
69 小4 年男子 : 重量 10010 昭武館　内田道場 要害 安志
69 小4 年男子 : 重量 10002 実践空手道　佐々木道場 狩野 惺士

70 小5 年男子 : 軽量 80003 誠真会館　秋津道場 木下 和哉
70 小5 年男子 : 軽量 80003 誠真会館　秋津道場 久保 雄靖
70 小5 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 中山 裕太
70 小5 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 中山 翔太
70 小5 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 渡部 真生
70 小5 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 松田 三歩
70 小5 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 二場 琉斗
70 小5 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 一瀬 琥次郎
70 小5 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 田中 漣
70 小5 年男子 : 軽量 10045 武将會 藤崎 翔琉
70 小5 年男子 : 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 松澤 希夢
70 小5 年男子 : 軽量 10044 白蓮会館東京墨田 松崎 翼
70 小5 年男子 : 軽量 10043 極真拳武會　埼京支部 梶原 颯隼
70 小5 年男子 : 軽量 10038 空手道　己道塾　山崎道場 渡邉 慧
70 小5 年男子 : 軽量 10035 勇志会空手道 堀 隼人
70 小5 年男子 : 軽量 10029 FIGHTING BEAT実戦空手道場 友田 蒼輝
70 小5 年男子 : 軽量 10013 空手道一狼塾 柳田 竜都
70 小5 年男子 : 軽量 10005 坂井道場 伊藤 彰佑



71 小5 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 秋田 祐誠
71 小5 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 五十嵐 仁志
71 小5 年男子 : 重量 10052 神武館　野村道場 佐久間 蕾希
71 小5 年男子 : 重量 10051 北斗會中平道場 渡部 琉之介
71 小5 年男子 : 重量 10044 白蓮会館東京墨田 山澤 凛太郎
71 小5 年男子 : 重量 10037 国際総合武道拳気道会 間瀬 翔太
71 小5 年男子 : 重量 10005 坂井道場 圷 壮太
71 小5 年男子 : 重量 10005 坂井道場 白石 雅郁
71 小5 年男子 : 重量 10002 実践空手道　佐々木道場 松園 一粋

72 小6 年男子 : 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 毛塚 匡之介
72 小6 年男子 : 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 坪井 夏海
72 小6 年男子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 川上 雄太郎
72 小6 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 竹内 優翔
72 小6 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 濱口 尚起
72 小6 年男子 : 軽量 80001 誠真会館　東伏見道場 栗田 桃士朗
72 小6 年男子 : 軽量 10051 北斗會中平道場 亀井 胡太朗
72 小6 年男子 : 軽量 10049 精鋭会 鈴木 里空
72 小6 年男子 : 軽量 10025 拳粋会　宮越道場 町田 唯歩輝
72 小6 年男子 : 軽量 10014 芦原会館　東京本部 松島 虎琉
72 小6 年男子 : 軽量 10005 坂井道場 武田 宙繁
72 小6 年男子 : 軽量 10004 極真拳武會　さいたま浦和支部 森 正輝

73 小6 年男子 : 重量 80003 誠真会館　秋津道場 高橋 景虎
73 小6 年男子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 山下 弘道
73 小6 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 寄川 孝那
73 小6 年男子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 髙橋 輝太
73 小6 年男子 : 重量 10049 精鋭会 田口 獅央
73 小6 年男子 : 重量 10047 世界全極真　志優会 三上 擢真
73 小6 年男子 : 重量 10039 己道塾辻道場 揚原 愛翔
73 小6 年男子 : 重量 10036 昭武館　荒川道場 渡辺 陽人
73 小6 年男子 : 重量 10036 昭武館　荒川道場 内野 優斗
73 小6 年男子 : 重量 10011 昭武館 渡辺 快生

74 小1 年女子 80002 誠真会館　杉並道場 南部 晶
74 小1 年女子 80002 誠真会館　杉並道場 マティチャック 海樂
74 小1 年女子 10047 世界全極真　志優会 月足 心咲
74 小1 年女子 10047 世界全極真　志優会 渡邉 葵依
74 小1 年女子 10010 昭武館　内田道場 尾形 仰
74 小1 年女子 10007 日本空手道　善志会 小熊 莉瑠

75 小2 年女子 10047 世界全極真　志優会 中野 美月
75 小2 年女子 10037 国際総合武道拳気道会 佐藤 心花
75 小2 年女子 10023 世界総極真　東京都　友心会 長谷川 結子
75 小2 年女子 10010 昭武館　内田道場 石原 ゆえ

76 小3 年女子 : 軽量 10005 坂井道場 森 陽花
76 小3 年女子 : 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 小林 永真

77 小3 年女子 : 重量 10043 極真拳武會　埼京支部 杉野 史織
77 小3 年女子 : 重量 10030 空手道　石島道場 柏木 美黎
77 小3 年女子 : 重量 10005 坂井道場 篠崎 楓巴
77 小3 年女子 : 重量 10002 実践空手道　佐々木道場 荒井 紗乃

78 小4 年女子 : 軽量 80003 誠真会館　秋津道場 三浦 如奈
78 小4 年女子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 長屋 光咲
78 小4 年女子 : 軽量 80002 誠真会館　杉並道場 高島 いと葉
78 小4 年女子 : 軽量 10052 神武館　野村道場 大古田 汐栞
78 小4 年女子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 鈴木 南砂
78 小4 年女子 : 軽量 10011 昭武館 粕谷 ののか

79 小4 年女子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 山田 菜々
79 小4 年女子 : 重量 10051 北斗會中平道場 田中 愛莉
79 小4 年女子 : 重量 10030 空手道　石島道場 近 知花
79 小4 年女子 : 重量 10011 昭武館 金子 詩花

80 小5 年女子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 小嶋 美桜
80 小5 年女子 : 軽量 10043 極真拳武會　埼京支部 山野 零弥
80 小5 年女子 : 軽量 10010 昭武館　内田道場 内田 瑠々
80 小5 年女子 : 軽量 10002 実践空手道　佐々木道場 佐々木 望花

81 小5 年女子 : 重量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 佐々木 美央菜
81 小5 年女子 : 重量 10037 国際総合武道拳気道会 石﨑 美陽



81 小5 年女子 : 重量 10014 芦原会館　東京本部 赤井 琉華

82 小6 年女子 : 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 星野 舞
82 小6 年女子 : 軽量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 里見 梨衣紗
82 小6 年女子 : 軽量 80009 誠真会館　ひばりが丘道場 木下 琴音
82 小6 年女子 : 軽量 80005 誠真会館　文京道場 片倉 美緒
82 小6 年女子 : 軽量 10048 新武会 岩滝 紗寧
82 小6 年女子 : 軽量 10047 世界全極真　志優会 井上 桜花香
82 小6 年女子 : 軽量 10011 昭武館 金子 菜月

83 小6 年女子 : 重量 80010 誠真会館　新座朝霞道場 佐々木 穂夏
83 小6 年女子 : 重量 80002 誠真会館　杉並道場 南部 晴
83 小6 年女子 : 重量 80001 誠真会館　東伏見道場 清水 ほのか
83 小6 年女子 : 重量 10047 世界全極真　志優会 佐々木 ひかる
83 小6 年女子 : 重量 10043 極真拳武會　埼京支部 外山 結珠


