
組手 未就学児 肩タッチの部

組手 小学生 肩タッチの部

組手 未就学男子 -22kg級

組手 小学男子 -24kg級

組手 小学男子 -26kg級

準優勝

優勝

準優勝

優勝

優勝

満田 隆靖 （ﾐﾂﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ）

大角地 晃太郎 （ｵｵｶｸﾁ）
加藤 遥真 （ﾊﾙﾏ）

若林 玲希 (ﾚﾉ）

準優勝

優勝

準優勝

山﨑　獅 （ﾚｵ）

前大会優勝

太田　伸 （ｼﾝ）

前大会優勝

若林 崇和 (ｿｳﾜ）
宮下 大和 （ﾔﾏﾄ）
近藤 雄司 （ﾕｳｼﾞ）

瓜生 幸平 （ｳﾘｭｳ ｺｳﾍｲ）
伊藤 凱斗 （ｶﾞｲﾄ）
遠山 直生 （ﾄｵﾔﾏ ﾅｵｷ）

準優勝

岡澤 力翔 （ﾘｷﾄ）

優勝 漢那 成陽 （ｶﾝﾅ ｾｲﾔ）
近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）
神村 結利 (ﾕﾘ）

前大会優勝

藤島 椰生 （ﾅｷﾞｵ）

満田 隆靖 （ﾐﾂﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ）

岡澤 力翔 （ﾘｷﾄ）

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）

前大会優勝

五十嵐  啓 （ｱｷﾗ）

石田　丞 （ｼﾞｮｳ）



組手 小学男子 -28kg級

組手 小学男子 小学男子 小学男子 小学男子 -30kg-30kg-30kg-30kg級級級級

組手 小～中学男子 -36kg級

組手 小学男子 -42kg級

優勝

準優勝

瀧内 颯也 （ﾀｷｳﾁ ｿｳﾔ）
飯塚 玲央 (ﾚｵ）

薩田 照哉 （ﾃﾙﾔ）
藤島 朱那 （ｼｭﾅ）

兼松 虎太郎 （ｺﾀﾛｳ）

準優勝

優勝

19全日本優勝・前大会優勝・11連覇中

前大会優勝

前大会優勝

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）

岡澤 蹴太 （ｼｭｳﾀ）

佐藤 透瞳 （ﾄｳﾏ）

神村 盛典 (ｾｲﾃﾝ）

貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）

世登 元気 （ﾖﾄ ﾓﾄｷ）
高水 基広 (ﾓﾄﾋﾛ）

優勝
愛甲　麗 (ｱｲｺｳ ﾚﾝ）

堀田 侑平 (ﾎｯﾀ ﾕｳﾍｲ）

加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）
松野尾 琉友 (ﾏﾂﾉｵ ﾘｭｳｽｹ）

飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）

優勝

満田 悠仁 (ﾐﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ）

小島　虎 （ﾀｲｶﾞ）

飯塚 海斗 (ｶｲﾄ）

糸田 颯斗 （ﾊﾔﾄ）

平田 ｱﾙｳｨｽ ｼﾞﾅ

福添 采耶 （ｻｱﾔ）

藤島 夕奈 （ﾕｳﾅ）

準優勝

小林　蓮 (ﾚﾝ）
新井 琉太 (ﾘｭｳﾀ）

準優勝

前大会優勝

寺戸 不動 （ﾌﾄﾞｳ）



組手 中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 -42kg-42kg-42kg-42kg級級級級

組手 小小小小～～～～中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 -46kg-46kg-46kg-46kg級級級級

組手 中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 -52kg-52kg-52kg-52kg級級級級

組手 中学男子 中学男子 中学男子 中学男子 +56kg+56kg+56kg+56kg級級級級

組手 小学女子 -22kg級

組手 小学女子 -34kg級

志田 乃埜 （ﾉﾉ）

把野 友寿那 （ﾊﾉ ﾕｽﾞﾅ）

井上　響 (ﾋﾋﾞｷ）

矢島 稜汰朗 （ﾘｮｳﾀﾛｳ）

準優勝

酒井　諄 （ｼｭﾝ）

高水 稜平 （ﾘｮｳﾍｲ）

米田 有希 (ﾕｳｷ）

優勝

花里 駿斗 （ﾊﾅｻﾄ ｼｭﾝﾄ）

新井 音羽 （ﾄﾜ）

榎本 士恩 （ｼｵﾝ）
大竹 智也 (ﾄﾓﾔ）

大久保 珊吾 （ｻﾝｺﾞ）

高橋　麟 （ﾘﾝ）

長島 凌佑 (ﾘｮｳｽｹ）

前大会優勝

前大会優勝

前大会優勝

宮下 結愛 （ﾕｱ）
渡邊 美来 （ﾐｷ）

前大会優勝

前大会優勝佐藤 しのん

太田 亜美 (ｱﾐ）

小田原 龍平 （ﾘｭｳﾍｲ）

前大会優勝

準優勝

優勝

毛　彩加 （ｱﾔｶ）
優勝

準優勝

優勝

優勝

準優勝

世登　翔 （ﾖﾄ ｼｮｳ）

前大会優勝

準優勝 花里 海瑠 （ﾊﾅｻﾄ ｶｲﾙ）
臺　太佑 （ｳﾃﾅ ﾀｲｽｹ）



組手 小～中学女子 +42kg級

組手 一般男子 Ⅱ部 中量級

組手 一般男子 Ⅰ部 軽量級

組手 一般男子 Ⅰ部 中量級

組手 一般女子 Ⅰ部 中量級

準優勝 臺　幸介 （ｳﾃﾅ ｺｳｽｹ）

高橋 正和

黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

優勝

松井 美月 （ﾐﾂﾞｷ）
浅野 柊杏 （ｼﾞｭｱﾝ）

仙波 勇太 （ｾﾝﾊﾞ）

薩田 温哉 （ｱﾂﾔ）

福添 陽葵 （ﾋﾏﾘ）

飯田 徹也 （ﾃﾂﾔ）

前大会優勝

15世界大会優勝

17アジア大会優勝

前大会優勝森 アレイシャ

中澤　亮 （ﾘｮｳ）

野上 佳恵 （ﾖｼｴ）

栗原 和葉 （ｶｽﾞﾊ）

優勝

準優勝

菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）

宮本 理央 （ﾘｵ）


