
Aコート 午前の部　10:25 Start

☆☆☆☆☆☆☆☆ AM-1AM-1AM-1AM-1 三留 空也 （ｸｳﾔ） vs 薩田 温哉 （ｻﾂﾀ ｱﾂﾔ） 2R
全日本大会 '17,'19,'20 一般男子 軽量級 優勝 神奈川県大会 '19 一般男子Ⅰ部 軽量級 第3位

☆☆☆☆ AM-2AM-2AM-2AM-2 飯田 逞真 （ﾀｸﾏ） vs 加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）
神奈川県大会 '19 小学男子Ⅱ部 中量級 優勝

AM-3AM-3AM-3AM-3 遠山 直生 （ﾄｵﾔﾏ ﾅｵｷ） vs 端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ）

AM-4AM-4AM-4AM-4 岸　和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ） vs 中村 天飛 （ｱﾏﾄ）

AM-5AM-5AM-5AM-5 光安 奏士 (ﾐﾂﾔｽ ｿｳｼ） vs 國井 豪翔 （ｸﾆｲ ﾀｹﾄ）

☆☆☆☆ AM-6AM-6AM-6AM-6 岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ） vs 妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）
全日本大会 '20 小学男子 軽量級 優勝

☆☆☆☆ AM-7AM-7AM-7AM-7 貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ） vs 五十嵐  啓 （ｱｷﾗ）
全日本大会 '20 小学男子 軽中量級 準優勝 鎌倉市大会 '18 小学男子 初級ｸﾗｽ 優勝

AM-8AM-8AM-8AM-8 石田　丞 （ｼﾞｮｳ） vs 兼松 虎太郎 （ｺﾀﾛｳ）
鎌倉市大会 '19 小学男子 -26kg級 優勝

☆☆☆☆ AM-9AM-9AM-9AM-9 瀧内 颯也 （ﾀｷｳﾁ ｿｳﾔ） vs 近藤 雄司 （ﾕｳｼﾞ）
全日本大会 '20 小学男子 軽量級 第3位

AM-10AM-10AM-10AM-10 薩田 照哉 （ｻﾂﾀ ﾃﾙﾔ） vs 伊藤　嶺 (ﾚｲ）

☆☆☆☆ AM-11AM-11AM-11AM-11 薩田 温哉 （ｻﾂﾀ ｱﾂﾔ） vs 桑原 孝典 (ﾀｶﾉﾘ） 2R
神奈川県大会 '19 一般男子Ⅰ部 軽量級 第3位 鎌倉市大会 '17,'18 一般男子 軽量級 優勝

AM-12AM-12AM-12AM-12 岸　和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ） vs 光安 奏士 (ﾐﾂﾔｽ ｿｳｼ）

AM-13AM-13AM-13AM-13 端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ） vs 國井 豪翔 （ｸﾆｲ ﾀｹﾄ）

AM-14AM-14AM-14AM-14 飯田 逞真 （ﾀｸﾏ） vs 遠山 直生 （ﾄｵﾔﾏ ﾅｵｷ）
神奈川県大会 '19 小学男子Ⅱ部 中量級 優勝

AM-15AM-15AM-15AM-15 中村 天飛 （ｱﾏﾄ） vs 加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）

☆☆☆☆ AM-16AM-16AM-16AM-16 岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ） vs 五十嵐  啓 （ｱｷﾗ）
全日本大会 '20 小学男子 軽量級 優勝 鎌倉市大会 '18 小学男子 初級ｸﾗｽ 優勝

☆☆☆☆ AM-17AM-17AM-17AM-17 石田　丞 （ｼﾞｮｳ） vs 貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）
鎌倉市大会 '19 小学男子 -26kg級 優勝 全日本大会 '20 小学男子 軽中量級 準優勝

AM-18AM-18AM-18AM-18 瀧内 颯也 （ﾀｷｳﾁ ｿｳﾔ） vs 兼松 虎太郎 （ｺﾀﾛｳ）

AM-19AM-19AM-19AM-19 近藤 雄司 （ﾕｳｼﾞ） vs 伊藤　嶺 (ﾚｲ）
全日本大会 '20 小学男子 軽量級 第3位

AM-20AM-20AM-20AM-20 妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ） vs 薩田 照哉 （ｻﾂﾀ ﾃﾙﾔ）



AM-21AM-21AM-21AM-21 岸　和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ） vs 端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ）

AM-22AM-22AM-22AM-22 光安 奏士 (ﾐﾂﾔｽ ｿｳｼ） vs 國井 豪翔 （ｸﾆｲ ﾀｹﾄ）

AM-23AM-23AM-23AM-23 加藤 悠輝 （ﾕｳｷ） vs 遠山 直生 （ﾄｵﾔﾏ ﾅｵｷ）

AM-24AM-24AM-24AM-24 飯田 逞真 （ﾀｸﾏ） vs 中村 天飛 （ｱﾏﾄ）

☆☆☆☆ AM-25AM-25AM-25AM-25 貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ） vs 兼松 虎太郎 （ｺﾀﾛｳ）
全日本大会 '20 小学男子 軽中量級 準優勝

AM-26AM-26AM-26AM-26 妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ） vs 伊藤　嶺 (ﾚｲ）

AM-27AM-27AM-27AM-27 瀧内 颯也 （ﾀｷｳﾁ ｿｳﾔ） vs 薩田 照哉 （ｻﾂﾀ ﾃﾙﾔ）

☆☆☆☆ AM-28AM-28AM-28AM-28 石田　丞 （ｼﾞｮｳ） vs 五十嵐  啓 （ｱｷﾗ）
鎌倉市大会 '19 小学男子 -26kg級 優勝 鎌倉市大会 '18 小学男子 初級ｸﾗｽ 優勝

☆☆☆☆☆☆☆☆ AM-29AM-29AM-29AM-29 岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ） vs 近藤 雄司 （ﾕｳｼﾞ）
全日本大会 '20 小学男子 軽量級 優勝 全日本大会 '20 小学男子 軽量級 第3位

☆☆☆☆☆☆☆☆ AM-30AM-30AM-30AM-30 三留 空也 （ｸｳﾔ） vs 三留 大征 （ﾀｲｾｲ）
全日本大会 '17,'19,'20 一般男子 軽量級 優勝 世界大会 '15 ジュニア男子 重量級 優勝

Aコート 午後の部  12:30 Start

☆☆☆☆ PM-1PM-1PM-1PM-1 岡澤 蹴太 （ｼｭｳﾀ） vs 藤島 夕奈 （ﾕｳﾅ） 2R
全日本大会 小学男子 '19 軽量級 ＆ '20 軽中量級 優勝

PM-2PM-2PM-2PM-2 李　圭輝 （ｷｭｳﾌｨ） vs 福添 采耶 （ｻｱﾔ） ×
全日本大会 '20 小学男子 中重量級 優勝

☆☆☆☆ PM-3PM-3PM-3PM-3 三留 空也 （ｸｳﾔ） vs 桑原 孝典 (ﾀｶﾉﾘ） 2R
全日本大会 '17,'19,'20 一般男子 軽量級 優勝 鎌倉市大会 '17,'18 一般男子 軽量級 優勝

☆☆☆☆ PM-4PM-4PM-4PM-4 三留 大征 （ﾀｲｾｲ） vs 高橋　彰 （ｱｷﾗ） 2R
世界大会 '15 ジュニア男子 重量級 優勝 全日本大会 '19 一般男子 中重量級 第3位

PM-5PM-5PM-5PM-5 岡澤 蹴太 （ｼｭｳﾀ） vs 李　圭輝 （ｷｭｳﾌｨ） ×
全日本大会 小学男子 '19 軽量級 ＆ '20 軽中量級 優勝

☆☆☆☆ PM-6PM-6PM-6PM-6 藤島 夕奈 （ﾕｳﾅ） vs 福添 采耶 （ｻｱﾔ） 2R
全日本大会 '20 小学男子 中重量級 優勝

☆☆☆☆ PM-7PM-7PM-7PM-7 中澤　亮 （ﾘｮｳ） vs 高橋　彰 （ｱｷﾗ） 2R
世界大会 '15 ジュニア男子 軽重量級 優勝 全日本大会 '19 一般男子 中重量級 第3位

PM-8PM-8PM-8PM-8 藤島 夕奈 （ﾕｳﾅ） vs 李　圭輝 （ｷｭｳﾌｨ） ×

☆☆☆☆☆☆☆☆ PM-9PM-9PM-9PM-9 岡澤 蹴太 （ｼｭｳﾀ） vs 福添 采耶 （ｻｱﾔ） 2R
全日本大会 小学男子 '19 軽量級 ＆ '20 軽中量級 優勝 全日本大会 '20 小学男子 中重量級 優勝

☆☆☆☆☆☆☆☆ PM-10PM-10PM-10PM-10 三留 大征 （ﾀｲｾｲ） vs 中澤　亮 （ﾘｮｳ） 2R
世界大会 '15 ジュニア男子 重量級 優勝 世界大会 '15 ジュニア男子 軽重量級 優勝



Bコート　午前の部  10:35 Start

AM-1AM-1AM-1AM-1 後藤 一悟 （ｲｻﾄ） vs 近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）

AM-2AM-2AM-2AM-2 大橋 虎陸 (ｺﾘｸ） vs 妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

AM-3AM-3AM-3AM-3 酒井　心汰 （ｼﾝﾀ） vs 金本 心菜 (ｶﾈﾓﾄ ｺｺﾅ）

AM-4AM-4AM-4AM-4 藤島 梛生 （ﾅｷﾞｵ） vs 加藤　光 （ｺｳ）

AM-5AM-5AM-5AM-5 諏訪 裕仁 (ﾕｳｼﾞﾝ） vs 岸　樹 (ｷｼ ｲﾂｷ）

AM-6AM-6AM-6AM-6 上田　怜 （ﾚｲ） vs 山本 真愛 （ﾏｲ）

AM-7AM-7AM-7AM-7 飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ） vs 榎本　湧 （ﾜｸ）

AM-8AM-8AM-8AM-8 上田 琥太郎 （ｺﾀﾛｳ） vs 小栗 伊織 （ｲｵﾘ）

AM-9AM-9AM-9AM-9 後藤 一悟 （ｲｻﾄ） vs 妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

AM-10AM-10AM-10AM-10 大橋 虎陸 (ｺﾘｸ） vs 近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）

AM-11AM-11AM-11AM-11 酒井　心汰 （ｼﾝﾀ） vs 山本 真愛 （ﾏｲ）

AM-12AM-12AM-12AM-12 藤島 梛生 （ﾅｷﾞｵ） vs 上田　怜 （ﾚｲ）

AM-13AM-13AM-13AM-13 諏訪 裕仁 (ﾕｳｼﾞﾝ） vs 金本 心菜 (ｶﾈﾓﾄ ｺｺﾅ）

AM-14AM-14AM-14AM-14 岸　樹 (ｷｼ ｲﾂｷ） vs 加藤　光 （ｺｳ）

AM-15AM-15AM-15AM-15 飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ） vs 小栗 伊織 （ｲｵﾘ）

AM-16AM-16AM-16AM-16 上田 琥太郎 （ｺﾀﾛｳ） vs 榎本　湧 （ﾜｸ）

☆☆☆☆ AM-17AM-17AM-17AM-17 近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ） vs 妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

AM-18AM-18AM-18AM-18 後藤 一悟 （ｲｻﾄ） vs 大橋 虎陸 (ｺﾘｸ）

AM-19AM-19AM-19AM-19 金本 心菜 (ｶﾈﾓﾄ ｺｺﾅ） vs 山本 真愛 （ﾏｲ）

AM-20AM-20AM-20AM-20 岸　樹 (ｷｼ ｲﾂｷ） vs 上田　怜 （ﾚｲ）



AM-21AM-21AM-21AM-21 諏訪 裕仁 (ﾕｳｼﾞﾝ） vs 加藤　光 （ｺｳ）

AM-22AM-22AM-22AM-22 藤島 梛生 （ﾅｷﾞｵ） vs 酒井　心汰 （ｼﾝﾀ）

AM-23AM-23AM-23AM-23 小栗 伊織 （ｲｵﾘ） vs 榎本　湧 （ﾜｸ）

AM-24AM-24AM-24AM-24 飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ） vs 上田 琥太郎 （ｺﾀﾛｳ）

Bコート　午後の部  12:00 Start

☆☆☆☆ PM-1PM-1PM-1PM-1 菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ） vs 榎本 麻里子 （ﾏﾘｺ）
アジア大会 '17,'19 ジュニア女子 中量級 優勝

PM-2PM-2PM-2PM-2 黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ） vs 飯田 徹也 （ﾃﾂﾔ）
神奈川県大会 '19 一般男子Ⅱ部 無差別級 優勝

PM-3PM-3PM-3PM-3 手塚 隆史 （ﾀｶｼ） vs 稲森 康史 （ｺｳｼﾞ）

☆☆☆☆☆☆☆☆ PM-4PM-4PM-4PM-4 菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ） vs 栗原 和葉 （ｶｽﾞﾊ） 2R

アジア大会 '17,'19 ジュニア女子 中量級 優勝

PM-5PM-5PM-5PM-5 茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ） vs 榎本 麻里子 （ﾏﾘｺ）

PM-6PM-6PM-6PM-6 上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ） vs 飯田 徹也 （ﾃﾂﾔ）
神奈川県大会 '19 一般男子Ⅱ部 無差別級 優勝

PM-7PM-7PM-7PM-7 手塚 隆史 （ﾀｶｼ） vs 黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

PM-8PM-8PM-8PM-8 志田 乃埜 （ﾉﾉ） vs 榎本 麻里子 （ﾏﾘｺ）
埼玉県大会 '21 中学女子 無差別級 優勝

PM-9PM-9PM-9PM-9 稲森 康史 （ｺｳｼﾞ） vs 上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ）

PM-10PM-10PM-10PM-10 手塚 隆史 （ﾀｶｼ） vs 飯田 徹也 （ﾃﾂﾔ）
神奈川県大会 '19 一般男子Ⅱ部 無差別級 優勝

PM-11PM-11PM-11PM-11 稲森 康史 （ｺｳｼﾞ） vs 黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

PM-12PM-12PM-12PM-12 上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ） vs 栗原 和葉 （ｶｽﾞﾊ）

☆☆☆☆ PM-13PM-13PM-13PM-13 志田 乃埜 （ﾉﾉ） vs 茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ） 2R

埼玉県大会 '21 中学女子 無差別級 優勝

勝ち
引き分け

試合なし
スーパーマッチ（勝敗なし）



優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞

優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞

優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞

敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞

技能賞技能賞技能賞技能賞

蹴撃王蹴撃王蹴撃王蹴撃王

拳闘王拳闘王拳闘王拳闘王

力勝王力勝王力勝王力勝王

ゲンキッズゲンキッズゲンキッズゲンキッズ

特別賞 受賞者特別賞 受賞者特別賞 受賞者特別賞 受賞者

三留 空也 （ｸｳﾔ）三留 空也 （ｸｳﾔ）三留 空也 （ｸｳﾔ）三留 空也 （ｸｳﾔ）

三留 大征 （ﾀｲｾｲ）三留 大征 （ﾀｲｾｲ）三留 大征 （ﾀｲｾｲ）三留 大征 （ﾀｲｾｲ）

菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）菱伊 里緒 （ﾋｼｲ ﾘｵ）

茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）茂木　凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）

近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）近藤 誠司 （ｾｲｼﾞ）

中澤　亮 （ﾘｮｳ）中澤　亮 （ﾘｮｳ）中澤　亮 （ﾘｮｳ）中澤　亮 （ﾘｮｳ）

志田 乃埜 （ﾉﾉ）志田 乃埜 （ﾉﾉ）志田 乃埜 （ﾉﾉ）志田 乃埜 （ﾉﾉ）

貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）貝畑 潮音 （ｶｲﾊﾀ ｼｵﾝ）

飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）飯田 逞真 （ﾀｸﾏ）


