
結果
ｾﾞｯｹﾝ
NO

道　　場　　名

幼年(年長)男子(無差別)　　　　　１４名

優勝 132 本杉　一騎 モトスギ　イッキ 立志会

準優勝 125 吉田　真翔 ヨシダ　マナト 新極真会静岡支部富士道場

三位 118 小柴竣 コシバ　シュン 静空塾

三位 128 田中樹 タナカ　イツキ 神武館野村道場

幼年(年長)女子(無差別)　　　　　２名

優勝 133 井上すみれこ イノウエ　スミレコ 世界全極真志優会

小学１年男子(初・中級)　　　　１７名

優勝 149 吉澤龍之介 ヨシザワ　リュウノスケ 昭武館カラテ

準優勝 144 加藤　大知 カトウ　ダイチ 松原道場

三位 137 本田　晃希 ホンダ　コウキ 静空塾

三位 146 菊池　　善 キクチ　ゼン 神武館野村道場

小学１年男子(無座別)　　　　　１６名

優勝 247 古田　悠真 フルタ　ユウマ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 232 泉　心 イズミ　シン 白蓮会館湘南鎌倉支部

三位 238 外崎　玄　 トノザキ　ゲン 極真会館神奈川県井上道場

三位 240 野見山然宇 ノミヤマ　サリュウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

小学１年女子(初・中級)　　　　　４名

優勝 157 鈴木メリイ スズキ　メリイ 神武館野村道場

準優勝 155 髙島いと葉 タカシマ　イトハ 誠真会館杉並道場

小学１年女子(無差別)　　　　　３名

優勝 160 都築　梨那 ツヅキ　リナ 世界闘英館

小学２年男子(初・中級)　　　　　１４名

優勝 163 富永　隼 トミナガ　ハヤト 遂心塾

準優勝 170 杉山虎太朗 スギヤマ　コタロウ 静空塾

三位 165 五十嵐　煌 イガラシ　コウ 新極真会静岡支部富士道場

三位 175 飯塚　瑛仁 イイヅカ　アキヒト 静空塾

小学２年男子(無差別)　　　　　１６名

優勝 262 齋藤　歩斗 サイトウ　アユト 芦原会館静岡県東部支部
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選　　手　　名



準優勝 248 武井　将志 タケイ　マサシ 武将會

三位 255 平田　倫都 ヒラタ　リント 静空塾

三位 260 梶武蔵 カジ　ムサシ 飛馬道場

小学２年女子(初・中級)　　　　　３名

優勝 177 田代　桃花 タシロ　モモカ 井上道場

小学２年女子(無差別)　　　　　８名

優勝 265 熊谷凛 クマガエ　リン 光誠会

準優勝 269 鈴木　颯華 スズキ　フウカ 世界闘英館

三位 267 コルニエンコ　仁香 コルニエンコ　ニカ 祐心会

三位 271 山本　紗菜　 ヤマモト　スズナ 静空塾

小学３年男子(初・中級)　　　　　２１名

優勝 195 磯谷　皇多 イソガイ　コウタ 遂心塾

準優勝 180 吉田　隆真 ヨシダ　リュウマ 新極真会静岡支部富士道場

三位 185 山下　蓮介　 ヤマシタ　レンスケ 松原道場

三位 200 戸田　水蓮 トダ　スイレン 光誠会

小学３年男子(無差別)　　　　　２１名

優勝 273 本多虎太郎 ホンダ　コタロウ 実戦空手大場道場

準優勝 294 渡部　絢斗 ワタナベ　アヤト 遂心塾

三位 282 野添　裕誠 ノゾエ　ユウセイ 極真会館静岡県山口道場

三位 288 杉山　煌太 スギヤマ　コウタ 静空塾

小学３年女子(初・中級)　　　　　７名

優勝 201 渡邉明日香 ワタナベ　アスカ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 207 鈴木　芽衣 スズキ　メイ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

小学３年女子(無差別)　　　　３名

優勝 299 井上桜花香 イノウエ　サクラコ 世界全極真志優会

準優勝 296 遠藤明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

小学４年男子(初・中級)　　　　　１２名

優勝 219 國分　汰翔 コクブ　タイト 北晋寺西道場

準優勝 208 牛田　聖南 ウシダ　セナ 北晋寺西道場

三位 213 宮内　陽皇　 ミヤウチ　ヒオウ 極真静岡本通道場

三位 216 藤田　滉生 フジタ　コウセイ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

小学４年男子(３０㎏以上)　　　　　１７名



優勝 313 大鹿　倫毅 オオシカ　リンキ 大鹿道場

準優勝 306 塩見　琉斗　 シオミ　リュウト 宮野道場本部

三位 301 髙島多由太 タカシマ　タユタ 誠真会館杉並道場

三位 319 増子　遼大 マスコ　リョウダイ 実戦空手道優心塾

小学４年男子(３０㎏未満)　　　　　１１名

優勝 327 小泉　そら コイズミ　ソラ 飛馬道場

準優勝 320 末松　広大 スエマツ　コウダイ 我導會総本部

三位 325 宇佐美太逞 ウサミ　タタク 北晋寺西道場

三位 329 山本　心温 ヤマモト　シオン 芦原会館静岡県東部支部

小学４年女子(初・中級)　　　　　３名

優勝 223 望月　悠愛 モチヅキ　ユメ 新極真会静岡支部富士道場

準優勝 221 桐部　琴世 キリベ　コトヨ 新極真会静岡支部富士道場

小学４年女子(３０㎏未満)　　　　　６名

優勝 333 大竹　真帆 オオタケ　マホ 実戦空手大場道場

準優勝 335 宮﨑　理央 ミヤザキ　リオ 光誠会

小学４年女子(３０㎏以上)　　　　　５名

優勝 339 堀本　穂稀 ホリモト　ホマレ 心温塾

準優勝 341 岩田　煌華 イワタ　キラカ 正道会館健明館

小学５年男子(初・中級)　　　　　3名

優勝 230 稲垣　海翔 イナガキ　カイト 静空塾

小学5年男子(35Kg未満)　　　　　１７名

優勝 1 石原　　翔 イシハラ　ショウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

準優勝 18 武井　大将 タケイ　タイショウ 武将會

三位 6 各務　壮祐 カカム　ソウスケ 極真会館浜井派愛知石川道場

三位 11 中村　啓汰 ナカムラ　ケイタ 極真拳武會さいたま浦和支部

小学5年男子(35Kg以上)　　　　　２０名

優勝 20 本杉　一颯 モトスギ　イッサ 立志会

準優勝 33 中川　透亜 ナカガワ　トウア 極真会館浜井派愛知石川道場

三位 28 都築　莉玖 ツジキ　リク 世界闘英館

三位 39 前田　海斗 マエダ　カイト フルコンタクトカラテスクール

小学５年女子(３5㎏未満)　　　　　５名

優勝 345 小松　佳苗 コマツ　カナエ 遂心塾



準優勝 343 佐野　珠凛 サノ　ジュリ 武道空手練

小学5年女子(35Kg以上)　　　　　４名

優勝 42 藤井　蒼羽 フジイ　ソワ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

準優勝 43 下田まりあ シモダ　マリア 極真会館神奈川県井上道場

小学６年男子(初・中級)　　　　　５名

優勝 225 野村　太幹 野村　太幹 桜武会

準優勝 229 植田　健充 植田　健充 松原道場

小学6年男子(40kg未満)　　　　　１０名

優勝 77 加藤　宥希 カトウ　ユウキ 祐心会

準優勝 67 田中　大地 タナカ　ダイチ 大鹿道場

三位 70 林　蓮鷲 ハヤシ　レンジュ 北晋寺西道場

三位 75 武藤　勘介 ムトウ　カンスケ 新武道塾無心拳

小学6年男子(40Kg以上)　　　　　１４名

優勝 55 山中　一成 ヤマナカ　イッセイ 極真会館東京都佐藤道場

準優勝 51 山内　竜徳 ヤマウチ　リュウトク 世界闘英館

三位 46 蘭　勇之介 アララギ　ユウノスケ 世界全極真志優会

三位 58 小澤誠太朗 オザワ　セイタロウ 世界闘英館

小学6年女子(40kg未満)　　　　　８名

優勝 63 島田　彩雅 シマダ　アヤカ 波導館

準優勝 59 重松　凛 シゲマツ　リン 実戦空手道優心塾

三位 62 高橋　美渚 タカハシ　ミナミ 静空塾

三位 66 武井　桃子 タケイ　モモコ 武将會

小学6年女子(40kg以上)　　　　　３名

優勝 81 齋藤　絆菜 サイトウ　ハンナ 飛馬道場

準優勝 78 山本　心菜 ヤマモト　ココナ 静空塾

中学1年男子(45kg未満)　　　　　７名

優勝 99 髙澤　登矢 タカサワ　トウヤ 武道空手練

準優勝 93 三木　侑月 ミキ　ユズキ 芦原会館静岡県東部支部

中学1年男子(45kg以上)　　　　　９名

優勝 85 鈴木麗空歩 スズキ　リクホ 極真会館静岡県山口道場

準優勝 91 田熊　透 タクマ　トオル 武道空手練

三位 83 鈴木羅琥斗 スズキ　ラクト 新極真会静岡支部島田道場



三位 88 四元　大地 ヨツモト　ダイチ 実戦空手道優心塾

中学2・3年男子(55kg未満)　　　　　７名

優勝 100 八木　海友 ヤギ　カイト 実戦空手道優心塾

準優勝 105 榎元　豪 エノモト　ゴウ 武道空手練

中学2・3年男子(55kg以上)　　　　　３名

優勝 117 細田　陽斗 ホソダ　ハルト 実戦空手道優心塾

中学女子(45kg未満)　　　　　３名

優勝 110 奥村　沙來 オクムラ　サラ 祐心会

準優勝 107 平原　奏 ヒラバル　カナ 遂心塾

中学女子(45kg以上)　　　　　３名

優勝 111 北　幸 キタ　ユキ 実戦空手道優心塾

準優勝 113 岩田　侑里 イワタ　ウルリ 実戦空手道優心塾

ＭＶＰ 85 鈴木麗空歩 スズキ　リクホ 極真会館静岡県山口道場

優秀選手 20 本杉　一颯 モトスギ　イッサ 立志会

優秀選手 313 大鹿　倫毅 オオシカ　リンキ 大鹿道場


