
表彰
クラス 人数 背番号 優勝 道場名 背番号2 準優勝 道場名2 背番号3 ３位 道場名3
幼年（年長）の部 18 121 齋藤　歩斗 芦原会館 112 武井　将志 武将會直心塾 106 仲田　琉尚 静空塾
幼年（年中）の部 2 125 中野　琉燿 静空塾
中学男子（重量級55kg以上）の部 8 91 磯村　陸 拳王道本部 87 平出　和紀 武道空手練 89 春木　陸仁 静空塾
中学男子（中量級55kg未満）の部 14 76 富岡　竜ノ介 芦原会館 85 皆本　丈 覇道會舘 72 岸　蔵之介 優心塾
中学男子（軽量級45kg未満）の部 13 62 森岡　翔 桜塾 65 島田　成那 フルコンタクトカラテスクール 59 高田　龍聖 闘英館
中学女子（重量級45kg以上）の部 6 53 片桐　杏菜 優心塾 56 平原　澪 極真会館浜井派石川道場
中学女子（軽量級45kg未満）の部 5 50 宮崎　小雪 優心塾 48 高林　美空 優心塾
小学６年男子（40kg未満）の部 12 29 氏原　陸登 桜塾 33 高林　蓮斗 優心塾 30 榎元　豪 武道空手練
小学６年男子（40kg以上）の部 9 39 細田　陽斗 優心塾 45 八木　海友 優心塾 43 木村　虎汰郎 真樹道場横須賀支部
小学６年女子（40kg未満）の部 3 22 平原　奏 極真会館浜井派石川道場
小学６年女子（40kg以上）の部 2 25 森谷　心音 真士会
小学５年男子（35kg未満）の部 8 8 高澤　登矢 武道空手練 4 森　響生 白蓮会館岐阜羽島支部 6 三木　侑月 芦原会館
小学５年男子（35kg以上）の部 13 15 茂木　琉空斗 武道空手練 10 土谷　慈騎 極真会館静岡県山口道場道場 12 浦木　晃志 極真会館浜井派木島道場
小学５年女子（35kg未満）の部 6 273 富岡　葉琉 芦原会館 276 近藤　愛奈　 闘英館
小学５年女子（35kg以上）の部 5 279 北　幸 優心塾 280 内山　祏菜 極真会館浜井派木島道場
小学４年男子（30kg未満）の部 5 252 仲辻　碧波 白蓮会館堺島支部 251 片岡　竜馬 極真会館浜井派石川道場
小学４年男子（30kg以上）の部 8 262 山本　一心 芦原会館 267 露木　悠人 芦原会館 260 杉田　優牙 武道空手練
小学４年女子（30kg未満）の部 5 269 重松　凛 優心塾 257 佐野　瑞祇 フルコンタクトカラテスクール
小学４年女子（30kg以上）の部 4 268 山本　心菜 静空塾 271 吉澤　杏織 静空塾
小学３年男子の部 18 245 青木　悠隼 極真拳武會城南品川支部 232 武井　大将 武将會直心塾 241 前田　海斗 フルコンタクトカラテスクール
小学３年女子の部 7 228 大久保　芹衣 野澤道場 229 高橋　苺愛 桜塾
小学２年男子の部 16 218 小島　澪 桜塾 207 山本　心温 芦原会館 214 芦川　瑛大 静空塾
小学２年女子の部 5 221 平原　輝 極真会館浜井派石川道場 222 森岡　紗里 桜塾
小学１年男子の部 10 194 山口　叶来也 フルコンタクトカラテスクール 201 小島　蕉也 桜塾 197 杉山　煌太 静空塾

高校女子軽・中量級（58kg未満）の部 4 95 宮崎　若菜 優心塾 96 丸山　怜夏 飛翔塾
高校男子軽量級（60kg未満）の部 4 101 高橋　海人 桜塾 98 小山　直人 真樹道場横須賀支部
高校男子中量級（70kg未満）の部 4 102 杉山　拓海 静空塾 104 吉田　龍志 真樹道場横須賀支部

小学１年男子（初級）の部 10 132 土屋　優真 長泉町空手クラブ 126 尾澤　頼人 静空塾 135 小林　夕馬 長泉町空手クラブ
小学１年女子（初級）の部 4 139 高橋　依都 拳聖会 137 増田　梨央 長泉町空手クラブ
小学2年男子（初級）の部 16 140 伊那龍空翔 静空塾 154 袴田　颯馬 桜塾 147 北村　勇人 白蓮会館所沢支部
小学2年女子（初級）の部 2 156 鈴木　柚香 究成会
小学3年男子（初級）の部 11 158 大石　悠月 桜塾 164 高橋　悠杜 静空塾 162 石川　煌大 七州会
小学3年女子（初級）の部 4 172 岩間　穂奏 長泉町空手クラブ 170 苫谷　季枝 長泉町空手クラブ
小学4年男子（初級）の部 9 181 三浦　優希 白蓮会館所沢支部 173 鏡　神庵 長泉町空手クラブ 177 佐伯　快晟 長泉町空手クラブ
小学4年女子（初級）の部 4 183 富岡　直生 長泉町空手クラブ 184 鈴木　香春 究成会
小学5・6年男子（初級）の部 5 190 下山　翔 静空塾 187 三輪　初陽 清竜会
小学5年女子（初級）の部 3 191 鈴木里緒菜 白蓮会館所沢支部
MVP 76 富岡　竜ノ介 芦原会館
技能賞 207 山本　心温 芦原会館
敢闘賞 59 高田　龍聖 闘英館

ゼッケン番号280　内山祐菜　左側は示、右側は右になります。


