
競技種目競技種目競技種目競技種目 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第3位第3位第3位第3位

組手　未就学児　肩タッチの部 岡澤 力翔 妻沼 道彦 近藤 誠司
組手　未就学～小学男子 Ⅰ部　-25kg 岡澤 拳斗 近藤 雄司 太田　伸 岡澤 力翔

組手　小学男子 Ⅰ部 -30kg 柿崎 丈之進 岡澤 蹴太 飯塚 玲央 石田　丞

組手　小学男子 Ⅰ部 -35kg 小林　蓮 嶌村 竜真 野﨑 武尊

組手　小学男子 Ⅰ部 +35kg 飯塚 海斗 花里 海瑠 牧野 蒼大

組 組手　小学女子 Ⅰ部　-25kg 太田 亜美 佐藤 しのん 吉本 惠美

組手　小学女子 Ⅰ部　-40kg 渡邊 美来 上田 洋慶 把野 友寿那

手 組手　中学男子 Ⅰ部 -50kg 世登　翔 市村 颯大 酒井　諄

組手　中学男子 Ⅰ部 +50kg 高橋 拓真 花里 駿斗 小田原 龍平

の 組手　中学女子 Ⅰ部 +45kg 吉本 現美 浅野 柊杏

組手　一般男子 Ⅰ部 -58kg 三留 空也 山ノ内　蓮 薩田 温哉

部 組手　一般男子 Ⅰ部 -64kg 臺　幸介 増井 遥大

組手　一般女子 Ⅰ部 +50kg 菱伊 里緒 森 アレイシャ 大唐 美奈子

組手　小学生　肩タッチの部 上田 琥太郎 瓜生 幸平

組手　小学男子 Ⅱ部 -30kg 柿崎 幸之丞 濱田 隆太朗 加藤 悠輝 薩田 照哉

組手　小学男子 Ⅱ部 -35kg 飯田 逞真 若林 玲希 鈴木　類

組手　小学男子 Ⅱ部 +35kg 荒木 絆斗 遠山 直生 平尾 聡汰

組手　一般男子 Ⅱ部 無差別級 飯田 徹也 濱田 悠介 矢田 武司

組手　一般女子 初級クラス 黒田 敦子 菊地 ゆず 茂木　凜

型　未就学児 白帯の部 漢那 成陽 藤島 椰生 妻沼 道彦

型　白帯の部 上田 琥太郎 茂木　凜 菊地 ゆず

型　未就学児～小学1年生 黄帯の部 近藤 誠司 岡澤 力翔 上田 洋文

型　小学2年生 黄帯の部 岡澤 拳斗 薩田 照哉 佐藤 しのん

型　小学3年～4年生 黄帯の部 山﨑　獅 加藤 悠輝 鈴木　類

型 型　小学6年生～一般  黄帯の部 黒田 敦子 若林 玲希 黒田 博宣

型　小学2年～4年生 緑帯の部 若林 崇和 柿崎 幸之丞 太田　伸 飯田 逞真

の 型　小学5年～6年生 緑～青帯の部 重田 春翔 藤島 夕奈 平尾 聡汰

型　小学2年～4年生 青帯の部 嶌村 竜真 石田　丞 大角地 晃太郎 近藤 雄司

部 型　一般 緑～青帯の部 濱田 悠介 花木 康弘 飯田 徹也

型　小学4年～5年生 赤帯の部 把野 友寿那 上田 洋慶 岡澤 蹴太

型　小学6年生 赤～黒帯の部 福添 采耶 堀田 侑平 野﨑 武尊

型　中学生～一般 赤帯の部 吉本 現美 平尾　陸 花里 駿斗

型　中学生 黒帯の部 高橋 拓真 市村 颯大 松田 拳士郎 世登　翔

型　一般 黒帯の部 菱伊 里緒 三留 空也 薩田 温哉 森 アレイシャ

ゲンキッズ
敢闘賞
技能賞

特 蹴撃王
拳闘王

別 力勝王
スーパー社会人賞

賞 スーパーレディー賞
最優秀審判員賞

優秀選手賞 高橋 拓真 嶌村 竜真 岡澤 拳斗

最優秀選手賞

岡澤 力翔

8名以上 3位2名8名以上 3位2名8名以上 3位2名8名以上 3位2名

菱伊 里緒
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濱田 悠介

石田 凜太朗

山ノ内　蓮

飯田 徹也

渡邊 美来

黒田 敦子

小林　蓮

世登　翔

大角地 晃太郎


