
組手 未就学児 肩タッチ 年少の部・年長の部 参加メンバー

宮下 大和 （ﾔﾏﾄ）
ｻﾞﾝﾃｨｰﾉ ﾄﾚﾝﾃｨｰﾉ
ｹﾞｲｳﾞｨﾝ ﾛﾋﾞﾝｿﾝ

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）　 前大会優勝

薩田 照哉 (ﾃﾙﾔ) 前大会ゲンキッズ

組手 未就学児 肩タッチ 年少・年長 軽量級 ＊ 年少の部 岡澤力翔 （ﾘｷﾄ）１名

組手 未就学児 肩タッチ 年長 中量級 ＊ 年長：体重計測して中量の3名

組手 未就学児 肩タッチ 年長 重量級 ＊ 年長：体重計測して重量の3名

組手 小学1年～2年生男子 白帯 -25kg級

A-30

A-31

太田 あみ 瀧内 颯也 （ｿｳﾔ）
＊ 受付時に年長の8名は体重計測し（道衣着用にて）、軽量級・中量級・重量級に分けます。

＊ 年長：体重計測して軽量の2名

A-24

A-27

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ） 薩田 照哉 (ﾃﾙﾔ)
岡澤 力翔 （ﾘｷﾄ） 森上 玲奈 （ﾚｲﾅ）

岡澤 力翔 （ﾘｷﾄ）

         kg

18,7kg            kg

A-20 A-23

A-26

五十嵐 啓 (ｱｷﾗ)
優勝

太田　伸 （ｼﾝ）
小島　虎 （ﾀｲｶﾞ）

準優勝
妻沼 晴彦 (ﾊﾙﾋｺ)

前大会優勝

           kg         kg

         kg

         kg

           kg

A-21

A-22 A-25

         kg

A-28

A-29



組手 ジュニア男子 -24kg級

組手 ジュニアジュニアジュニアジュニア男子 男子 男子 男子 -26kg-26kg-26kg-26kg級級級級

組手 ジュニア男子 -28kg級

組手 ジュニア男子 -30kg級

組手 ジュニア男子 -32kg級

B-53

B-37

準優勝 堀田 侑平 （ﾕｳﾍｲ）

準優勝
世登 元気 (ﾓﾄｷ)

優勝 糸田 颯斗 (ﾊﾔﾄ)

高田 一貫刀 （ﾋﾇｶ）
B-52

優勝
五十嵐 基 (ﾓﾄｲ)
高水 基広 (ﾓﾄﾋﾛ)

飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）
B-51

優勝
ｳｫｰﾚﾝ ｿﾞｻ

準優勝
藤島 夕奈 （ﾕｳﾅ）

優勝

準優勝

B-31

B-38

B-50

満田 悠仁 （ﾕｳﾄ）
B-39

B-40

B-41

B-42

前大会優勝

前大会優勝

前大会優勝

山崎 佑 (ﾀｽｸ)
佐久間 悠彰 (ﾋﾛｱｷ)
貝畑 潮音 (ｼｵﾝ)

前大会優勝・9連覇中

前大会ゲンキッズ

B-30
石田 丞 (ｼﾞｮｳ) ｼﾞｪｲﾃﾞﾝ ｳｯﾄﾞﾊﾑ

岡澤 蹴太 (ｼｭｳﾀ)
寺戸 不動 （ﾌﾄﾞｳ）

藤島 朱那 （ｼｭﾅ）

B-36 B-49



組手 ジュニアジュニアジュニアジュニア男子 男子 男子 男子 -34kg-34kg-34kg-34kg級級級級

組手 ジュニアジュニアジュニアジュニア男子 男子 男子 男子 -36kg-36kg-36kg-36kg級級級級

組手 ジュニアジュニアジュニアジュニア男子 男子 男子 男子 -38kg-38kg-38kg-38kg級級級級

組手 ジュニア男子 -40kg級

組手 ジュニア男子 -42kg級

B-35

B-58

B-47

B-56

B-48 B-57

B-45 B-55

B-34

B-33

B-32

B-43

B-44

B-54

世登 翔 (ｼｮｳ)
優勝

米田 有希 （ﾕｳｷ）

佐久間 康輔 (ｺｳｽｹ)

宮本 桂輔 (ｹｲｽｹ)
佐久間 慶章 (ﾖｼｱｷ)

福添 采耶 (ｻｱﾔ)

平田 ｱﾙｳｨｽ ｼﾞﾅ
井上 響 (ﾋﾋﾞｷ)

前大会優勝・拳闘王

前大会優勝・敢闘賞

前大会優勝

長島 凌佑 （ﾘｮｳｽｹ）

高水 稜平 (ﾘｮｳﾍｲ)

新井 音羽 (ﾄﾜ)

臺 太佑 (ﾀｲｽｹ)

今井 涼太 （ﾘｮｳﾀ）
酒井 諄 (ｼｭﾝ)

大久保 珊吾 (ｻﾝｺﾞ)

花里 海瑠 (ｶｲﾙ) 高橋　麟 （ﾘﾝ）

準優勝

B-46

準優勝

優勝

準優勝

横手 博旭 （ﾋﾛｱｷ）

優勝



組手 ジュニア男子 -50kg級

組手 ジュニア男子 -54kg級

組手 ジュニアジュニアジュニアジュニア男子 男子 男子 男子 +60kg+60kg+60kg+60kg級級級級

組手 一般女子 Ⅰ部 無差別級

組手 一般男子 Ⅰ部 無差別級

C-35
浅野　泉 （ｲｽﾞﾐ）
大唐 美奈子 （ﾐﾅｺ）

C-37

C-26 C-33

C-38
長島 晃佑 （ｺｳｽｹ）

C-25 C-32

森 ｱﾚﾝ 友一 (ﾕｳｲﾁ)

ﾃﾞｲｳﾞｨｾﾝ ﾌﾟｰｾﾗﾝ 三留 空也 （ｸｳﾔ）

C-36 C-31

C-39

森 ｱﾚｲｼｬ 麻衣奈
C-29

C-30

青木 里佳 （ﾘｶ）

小田原 龍平 (ﾘｭｳﾍｲ)

平井 奏波 （ｿｳﾜ）

花里 駿斗 (ｼｭﾝﾄ) 

臺 幸介 (ｺｳｽｹ)

矢島 稜汰朗 （ﾘｮｳﾀﾛｳ）

薩田 温哉 (ｱﾂﾔ)

栗原 和葉 （ｶｽﾞﾊ）

C-27

C-28

C-34

優勝
前大会優勝

小野里　駿 （ｼｭﾝ）
優勝

ﾊﾟｰｶｰ ﾈﾙｿﾝ
準優勝

準優勝

前大会優勝・MVP

前大会優勝

前大会優勝

前大会蹴撃王



組手 一般女子 Ⅱ部 無差別級

組手 一般男子 Ⅱ部 無差別級

組手 ジュニア女子 -30kg級

組手 ジュニア女子 -40kg級

組手 ジュニア女子 +42kg級

浅野 柊杏 （ｼﾞｭｱﾝ）

野上 佳恵 (ﾖｼｴ)

C-44 C-47

C-41

高橋 正和 （ﾏｻｶｽﾞ）

C-50

C-40

C-45 C-48

C-42

C-49C-46

渡邊 美来 (ﾐｷ)

ｱｲｾﾞｲｱ ﾐﾝｸｽ

福添 陽葵 (ﾋﾏﾘ)優勝 前大会優勝

浅野 満琳 （ﾏﾘﾝ）

杷野 友寿那 (ﾕｽﾞﾅ)

都　瑠花 （ﾐﾔｺ ﾙｶ）

小野 隆昭 （ﾀｶｱｷ）

前大会技能賞

準優勝

前大会優勝

大久保 ゆりあ 宮下 結愛 （ﾕｱ）

森下 由里菜 （ﾕﾘﾅ） 宮本 理央 (ﾘｵ)
C-43


