
5555 組手 未就学児 肩タッチの部 3位1名

2222 組手 小学男子 肩タッチの部

9999 組手 未就学児～小学男子 Ⅰ部（Ⅱ部合同） -25kg級　3位2名

10101010 組手 小学男子 Ⅰ部 -30kg級 3位2名

上田 琥太郎 （ｳｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ）

飯塚 玲央 （ｲｲﾂﾞｶ ﾚｵ）
佐久間 悠彰 （ｻｸﾏ ﾋﾛｱｷ）
柿崎 丈之進 （ｶｷｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ）

若林 崇和 （ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾜ）

石田　丞 （ｲｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ）

太田　伸 （ｵｵﾀ ｼﾝ）

優勝

準優勝

優勝

大角地 晃太郎 (ｵｵｶｸﾁ ｺｳﾀﾛｳ）

19全日本大会優勝・鎌倉市大会 12連覇中

岡澤 力翔 （ｵｶｻﾞﾜ ﾘｷﾄ）
優勝 近藤 誠司 （ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ）

藤島 椰生 （ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｷﾞｵ）
準優勝

19埼玉県大会優勝

19首都圏大会優勝

近藤 雄司 （ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ）

瓜生 幸平 （ｳﾘｭｳ ｺｳﾍｲ）

妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）
漢那 成陽 （ｶﾝﾅ ｾｲﾔ）

18鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝

加藤 遥真 （ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ）
平尾 侑也 （ﾋﾗｵ ﾕｳﾔ）

岡澤 力翔 （ｵｶｻﾞﾜ ﾘｷﾄ）

岡澤 拳斗 （ｵｶｻﾞﾜ ｹﾝﾄ）
五十嵐　啓 （ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ）

準優勝

準優勝

岡澤 蹴太 （ｵｶｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ）

優勝 佐藤 透瞳 （ｻﾄｳ ﾄｳﾏ）

藤島 夕奈 （ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾅ）

柿崎 蓮司郎 （ｶｷｻﾞｷ ﾚﾝｼﾛｳ）

貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）

藤島 朱奈 （ﾌｼﾞｼﾏ ｼｭﾅ）

19鎌倉市大会優勝

19埼玉県大会優勝・19鎌倉市大会優勝

19埼玉県大会優勝・18鎌倉市大会優勝

19埼玉県大会優勝・19鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝

16鎌倉市大会優勝



10101010 組手 小学男子 Ⅱ部 -30kg級 3位2名

5555 組手 小学男子 Ⅰ部 -35kg級 総当たり戦

4444 組手 小学男子 Ⅱ部 -35kg級 総当たり戦

4444 組手 小学男子 Ⅰ部 +35kg級 総当たり戦

19首都圏大会優勝･19中部大会優勝

鈴木　類 （ｽｽﾞｷ ﾙｲ）

19鎌倉市大会優勝・18鎌倉市大会優勝

権頭 里一 （ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｲﾁ）
山﨑　獅 （ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｵ） 

牧野 蒼大 （ﾏｷﾉ ｿｳﾀ）
飯塚 海斗 （ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾄ）

福添 采耶 （ﾌｸｿﾞｴ ｻｱﾔ）

花里 海瑠 （ﾊﾅｻﾄ ｶｲﾙ）

飯田 逞真 （ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾏ）

優勝 薩田 照哉 （ｻﾂﾀ ﾃﾙﾔ）
瀧内 颯也 （ﾀｷｳﾁ ｿｳﾔ）

濱田 隆太朗 （ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ）

準優勝 柿崎 幸之丞 （ｶｷｻﾞｷ ｺｳﾉｽｹ）

嶌村 竜真 （ｼﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾏ）

Emmett Mcnamara （ｴﾒｯﾄ ﾏｸﾅﾏﾗ）

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）

上田 洋文 （ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾌﾐ）

加藤 悠輝 （ｶﾄｳ ﾕｳｷ）

重田 春翔 （ｼｹﾞﾀ ﾊﾙﾄ）

小林　蓮 （ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ）
堀田 侑平 （ﾎｯﾀ ﾕｳﾍｲ）

19埼玉県大会優勝・19鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝

19埼玉県大会優勝・19鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝

野崎 武尊 （ﾉｻﾞｷ ﾀｹﾙ）

若林 玲希 （ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾉ）



3333 組手 小学男子 Ⅱ部 +35kg級 3位1名

3333 組手 小学女子 小学女子 小学女子 小学女子 ⅠⅠⅠⅠ部 部 部 部 -25kg-25kg-25kg-25kg級級級級 総当たり戦

5555 組手 小学女子 小学女子 小学女子 小学女子 ⅠⅠⅠⅠ部 部 部 部 -40kg-40kg-40kg-40kg級級級級 総当たり戦

6666 組手 中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 ⅠⅠⅠⅠ部 部 部 部 -50kg-50kg-50kg-50kg級級級級 3位1名

5555 組手 中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 ⅠⅠⅠⅠ部 部 部 部 +50kg+50kg+50kg+50kg級級級級総当たり戦

19鎌倉市大会優勝・18鎌倉市大会優勝

19全日本大会優勝

渡邊 美来 （ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ）

志田 乃埜 （ｼﾀﾞ ﾉﾉ）

毛　彩加 （ﾓｳ ｱﾔｶ）

高水 稜平 （ﾀｶﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ）

把野 友寿那 （ﾊﾉ ﾕｽﾞﾅ）

19鎌倉市大会優勝・18鎌倉市大会優勝

Kerry Smith （ｹﾘｰ ｽﾐｽ）

太田 亜美 （ｵｵﾀ ｱﾐ） 19鎌倉市大会優勝

準優勝

荒木 絆斗 （ｱﾗｷ ﾊﾝﾄ）
準優勝

平尾 聡汰 （ﾋﾗｵ ｿｳﾀ）

平尾　陸 （ﾋﾗｵ ﾘｸ）
新井 音羽 （ｱﾗｲ ﾄﾜ）

世登　翔 （ﾖﾄ ｼｮｳ）

優勝
遠山 直生 （ﾄｵﾔﾏ ﾅｵｷ）

優勝

市村 颯大 （ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾀ）

19鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝・18鎌倉市大会優勝

高橋 拓真 （ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ）

小田原 龍平 （ｵﾀﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾍｲ）

酒井　諄 （ｻｶｲ ｼｭﾝ）
松田 拳士郎 （ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ）

臺　太佑 （ｳﾃﾅ ﾀｲｽｹ）

佐藤 しのん （ｻﾄｳ ｼﾉﾝ）

上田 洋慶 （ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾘ）

花里 駿斗 （ﾊﾅｻﾄ ｼｭﾝﾄ）

18鎌倉市大会優勝・18鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝

17アジア大会優勝

19鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝

吉本 恵美 （ﾖｼﾓﾄ ｴﾐ）

18鎌倉市大会優勝・17鎌倉市大会優勝



3333 組手 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 ⅠⅠⅠⅠ部 部 部 部 +45kg+45kg+45kg+45kg級級級級総当たり戦

4444 組手 一般女子 Ⅰ部 +50kg級 総当たり戦

3333 組手 一般女子 初級クラス 総当たり戦

7 組手 一般男子 Ⅱ部 無差別級3位1名

4 組手 一般男子 Ⅰ部 -58kg級 総当たり戦

4 組手 一般男子 Ⅰ部 -64kg級 総当たり戦

19全日本大会優勝

森清 健太 （ﾓﾘｷﾖ ｹﾝﾀ）
矢田 武司 （ﾔﾀﾞ ﾀｹｼ）

阿部 光彰 （ｱﾍﾞ ﾐﾂｱｷ）
飯田 徹也 （ｲｲﾀﾞ ﾃﾂﾔ）

大唐 美奈子 （ﾀﾞｲﾄｳ ﾐﾅｺ）

森 アレイシャ （ﾓﾘ ｱﾚｲｼｬ）

吉本 現美 （ﾖｼﾓﾄ ｱﾐ）
坂本 緩音 （ｻｶﾓﾄ ｶﾉﾝ）
浅野 柊杏 （ｱｻﾉ ｼﾞｭｱﾝ）

橋本 正史 （ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ）

18鎌倉市大会優勝

三留 空也 （ﾐﾄﾒ ｸｳﾔ）

臺　幸介 （ｳﾃﾅ ｺｳｽｹ）

茂木　凜 （ﾓｷﾞ ﾘﾝ）
菊地 ゆず （ｷｸﾁ ﾕｽﾞ）

浅野 満琳 （ｱｻﾉ ﾏﾘﾝ）

17鎌倉市大会優勝

18鎌倉市大会優勝

増井 遥大 （ﾏｽｲ ﾊﾙﾀ）

薩田 温哉 （ｻﾂﾀ ｱﾂﾔ）
平井　凌 （ﾋﾗｲ ﾘｮｳ）
山ノ内　蓮 （ﾔﾏﾉｳﾁ ﾚﾝ）

19アジア大会優勝・16アジア大会優勝

仙波 勇太 （ｾﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ）

黒田 敦子 （ｸﾛﾀﾞ ｱﾂｺ）

準優勝

優勝

19アジア大会優勝・19鎌倉市大会優勝

黒田 博宣 （ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ）

花木 康弘 （ﾊﾅｷ ﾔｽﾋﾛ）

濱田 悠介 （ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ）

菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）


