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小学生男子 -25kg級 岡澤 蹴太 KIM, Stanislav LI, En SHEVCHUK, Dobrynia

小学生男子 -30kg級 中山 理稀 林　大貴 大倉 聖叶 大蔵　蓮

小学生男子 -35kg級 沖崎 眞大 福添 采耶 山本 恭平 中澤 慶太

小学生男子 -40kg級 嶋田 裕太 望月 堅真 梁　鉉旻 吉田 隆太

小学生男子 +40kg級 加藤 貴士 市村 颯大 上田 洋輔 臺　太佑

組 小学生女子 -30kg級 上田 洋慶 杷野 友寿那 KIM, Iuliia KHVAN, Sofiia

小学生女子 -40kg級 長谷川 透子 宮下 結愛 Valentina Lewandowski KIM, Anna

手 小学生女子 +40kg級 葛山 百暖 齋藤 百花 森下 由里菜 -

中学生男子 -50kg級 榮田 智也 上田 絢斗 松田 拳士郎 BAZALII, Aleksandr

の 中学生男子 -55kg級 渡邉 大嗣 山本 航平 平井 奏波 平尾　陸

中学生男子 +55kg級 野村 大輝 高橋 拓真 梁　鉉煜 Vikhrov Danila

部 中学生女子 -50kg級 寺師 阿耶 大蔵　凜 KIM, Anna 森嶋 さくら

中学生女子 +50kg級 加藤 柚帆 森本 萌々香 坂本 緩音 Savannah Schmidt

一般女子 無差別級 木村 咲香子 北田 香織 小畑 莉紗子 OLKHOVSKAIA, Aleksandrina

一般男子 -58kg級 三留 空也 磯部 茂文 石原　肇 下條 アルジー

一般男子 -64kg級 TUICHIEV, Gairat 篠原 佑太郎 小倉　哲 芹澤　薫

一般男子 -76kg級 GORONOK, Leonid 山中 一浩 木村 尭志 高橋　彰

一般男子 +76kg級 上野 喬雄 鳥川 雄一 TIRABIAN, Armen 田木　誠

小学2年-4年生 赤帯の部 上田 洋慶 森嶋 胤斗 吉田 晴太 梁　鉉旻

小学5年-6年生 赤帯の部 中澤 慶太 米津 みこと 大蔵　蓮 福添 采耶

中学生 赤帯の部 KIM, Anna 古川 詢梨 花里 駿斗 BAZALII, Aleksandr

型 一般 赤帯の部 石原　肇 TUICHIEV, Gairat ROMANOVA, Violetta KAZMINA, Natalia

小学5年-6年生 黒帯の部 満田 悠仁 沖崎 眞大 市村 颯大 長島 凌佑

の 中学生 男子 黒帯の部 平井 奏波 小野里 駿 高橋 拓真 上田 絢斗

中学生 女子 黒帯の部 寺師 阿耶 坂本 緩音 大蔵　凜 福添 陽葵

部 一般女子 1段～3段の部 木村 咲香子 森 アレイシャ 中澤　操 北田 香織

一般男子 1段の部 下條 アルジー 高橋　彰 小暮 竜二 田木　誠

一般男子 2段の部 GORONOK, Leonid 島山 茂明 木村 尭志 三留 空也

一般男子 3段の部 Jang, Seong Ho 北田 恵太郎 中村 潤哉 BOUCHE ERIC

一般男子 4段～5段の部 磯部 茂文 芹澤　薫 山中 一浩 鳥川 雄一

特 敢闘賞

別 技能賞

賞 最優秀選手賞
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田木　誠
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鈴木 信玄

満田 悠仁

寺師 阿耶


