
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 背番号3 ３位 道場名3

幼年（年少・年中）の部 10 115 本杉　一騎 全日本空手道　立志会 121 加瀬　瑛太朗 優心塾 118 加藤　大知 松原道場 114 土屋　美愛 長泉空手クラブ

幼年（年長）の部 30 123 酒井　陽向 全日本空手道　立志会 150 斎藤　歩斗 芦原会館 138 武井　将志 武将會　直心塾 137 仲田　琉尚 静空塾

小学1年男子 13 235 春山　大空 フルコンタクトカラテスクール 225 杉山　煌太 静空塾 228 ファン　タクミ 真樹道場　横浜南支部 231 野添　裕誠 極真静岡山口道場

小学2年男子 23 248 大曽根　愛斗 極真浜井派石川道場 256 斉藤　航樹 立志会 252 渡辺　史琉 白蓮会館　東京墨田 262 木下　瑛人 正道会館　健明館

小学2年女子 5 242 岩田　煌華 正道会館　健明館 239 松永　理愛 長泉空手クラブ

小学3年男子 24 275 本杉　一颯 全日本空手道　立志会 278 多和　志清 正道会館　健明館 269 佐野　光琉 フルコンタクトカラテスクール 287 武井　大将 武将會　直心塾

小学3年女子 6 294 佐藤　ひかり 優心塾 292 池田　瑠星 芦原会館

小学4年男子（30㎏未満） 11 307 酒井　暖 全日本空手道　立志会 306 中野　結太 真士会 304 塩澤　開 静空塾 310 桑原　右京 フルコンタクトカラテスクール

小学4年男子（30㎏以上） 21 333 山内　竜徳 闘英館 321 小澤　誠太朗 闘英館 314 山本　一心 芦原会館 328 石田　虎琉　 拳真流

小学4年女子（30㎏未満） 6 298 武井　桃子 武将會　直心塾 301 佐野　瑞祇 フルコンタクトカラテスクール

小学4年女子（30㎏以上） 7 3 吉澤　杏織 静空塾 5 山本　心菜 静空塾

小学5年男子（35㎏未満） 7 31 中澤　拓海 極真拳武會 29 神尾　拓磨 神武館　野村道場

小学5年男子（35㎏以上） 17 50 三木　侑月 芦原会館 39 斎藤　新 芦原会館 35 鈴木　麗空歩 極真静岡山口道場 45 土谷　慈騎 極真静岡山口道場

小学5年女子（35㎏未満） 7 12 富岡　葉琉 芦原会館 8 犬飼　杏心 極真浜井派石川道場

小学5年女子（35㎏以上） 6 18 北　幸 優心塾 15 廣瀬　月渚 優心塾

小学6年男子（40㎏未満） 19 56 高林　蓮斗 優心塾 67 榎本　豪 武道空手錬 61 伊東　靖泰 真正会　全真会館 53 佐々木　翔怜 長泉空手クラブ

小学6年男子（40㎏以上） 13 76 細田　陽斗 優心塾 73 畑山　旺輝 芦原会館 82 小玉　健人 武道空手錬 70 八木　海友 優心塾

小学6年女子（無差別） 6 22 岩田　侑里 優心塾 25 伊藤　怜香 究成会

中学男子軽量級（45㎏未満） 12 83 篠原　昇利 武道空手錬 94 仲田　琉是 静空塾 90 倉内　翔平 空手道峰武塾 86 土屋　颯河 静空塾

中学男子中量級（45㎏以上55㎏未満） 6 98 濱口　蓮太 真樹道場横須賀支部 95 皆本　丈 覇道會館

中学男子重量級（55㎏以上） 6 101 平出　和紀 武道空手錬 104 岩田　琉詩 優心塾

中学女子軽量級（45㎏未満） 2 111 高林　美空 優心塾

中学女子重量級（45㎏以上） 4 110 森口　日向子 極真浜井派木島道場 107 三好　夕夏 真樹道場横浜南

小学1年男子（初級） 16 164 尾澤　頼人 静空塾 159 木野内　愛夢 静空塾 168 松本　心翔 静空塾 155 工藤　颯太 極真坂本派秦野道場

小学1年女子（初級） 5 170 柴崎　心希 極真坂本派秦野道場 173 土屋　涼那 静空塾

小学2年男子（初級） 11 193 吉澤　直輝 静空塾 187 鏡　神月 長泉空手クラブ 190 田村　悠祐 三島函南高橋道場 184 山口　秀彪 静空塾

小学2年女子（初級） 9 180 赤川　凛佳 極真坂本派秦野道場 177 長野　綾音 静空塾 178 森島　來来 真士会 174 今津　亜紀 長泉空手クラブ

小学3年男子（初級） 10 194 中野　煌 極真坂本派秦野道場 202 永森　裕大 野村道場 199 狩野　想和 長泉空手クラブ 198 笹本　乃羽 フルコンタクトカラテスクール

小学3年女子（初級） 3 206 荻野　永美花 真正会　全真会館

小学4年男子（初級） 3 212 稲葉　昊希 極真静岡山口道場

小学4年女子（初級） 3 207 斉藤　野乃 真樹道場　横須賀支部

小学5年男子（初級） 5 219 中野　成 極真坂本派秦野道場 215 松葉　唯月 極真坂本派秦野道場

小学5年女子（初級） 2 213 八巻　紗那 優心塾

小学6年男子（初級） 3 220 小澤　大晟 白蓮会館湘南鎌倉支部

小学6年女子（初級） 2 224 石切山　結菜 神武館大木道場


