
型の部　全１７クラス 優勝 準優勝 第三位 第三位

■幼年男女 （栃木・小山） （栃木・小山） （東京豊島） （東京豊島）
　　　エントリー　１５名（入賞者４名） 鈴木　蒼太 南　彩里 西田　優 萩原　律
■小学1・2年女子 （東京豊島） （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー１１名（入賞者２名） 安藤　椿七 益子　珠季
■小学1年生男子 （群馬） （東京豊島） （東京豊島） （群馬）
　　　エントリー　１７名（入賞者４名） 大沼　柊翔 川﨑　隼輔 内村　世治 今泉　翔琉
■小学2年生男子 （栃木・小山） （栃木・宇都宮本部） （埼玉武蔵） （東京豊島）
　　　エントリー　２１名（入賞者４名） 鈴木　結翔 山本　昊弥 大橋　和馬 中井川　煌太郎
■初級小学3・4年生女子（7級以下） （群馬） （埼玉中央）
　　　エントリー　９名（入賞者２名） 大沼　咲絢 波田野　和奏
■初級小学3年生男子(7級以下） （茨城県央） （茨城県央） （埼玉武蔵） （栃木・小山）
　　　エントリー　２３名（入賞者４名） 小堀　暖馬 白戸　結希椰 中東　壮介 中里　勇貴
■初級小学4年生男子(7級以下） （栃木・栃木） （栃木・小山）
　　　エントリー　１０名（入賞者２名） 増山　悠音 村井　理人
■初級小学5・6年生女子(5級以下） （埼玉大宮西）
　　　エントリー　５名（入賞者１名） 山本　詩衣
■初級小学5年生男子(5級以下） （群馬） （東京豊島） （群馬） （埼玉武蔵）
　　　エントリー　１８名（入賞者４名） 前原　絆芯 髙橋　幸太郎 梅山　佳大 加藤　凌
■初級小学6年生男子(5級以下） （茨城県央） （埼玉武蔵）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 白戸　翔太 荒井　俐人
■上級小学3・4年生女子 （埼玉中央）
　　　エントリー　４名（入賞者１名） 長田　悠里
■上級小学3年生男子 （東京豊島）
　　　エントリー　４名（入賞者１名） 小林　葵
■上級小学4年生男子 （埼玉大宮西） （埼玉中央）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 上原　将心 内野　暁斗
■上級小学5・6年生女子 （栃木・小山）
　　　エントリー　６（入賞者１名） 金子　苺花
■上級小学5・6年生男子 （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 五月女　葵信
■中学生 （栃木・小山） （栃木・雀宮）
　　　エントリー　９名（入賞者２名） 寺口　晃聖 田島　花純
■シニア男女 （栃木・小山） （東京豊島）
　　　エントリー　９名（入賞者２名） 高橋　盛 中野　祥子

組手の部　全３９クラス

■幼年男女軽量級 （栃木・栃木） （練馬）
　　　エントリー　１3名（入賞者２名） 大塚　奏良 小沼　千起
■幼年男女重量級 （極真拳武會本部） （栃木・鹿沼） （東京豊島） （栃木・小山）
　　　エントリー　１5名（入賞者４名） 深井　晴翔 松本　陽琥 西田　優 南　彩里
■小学１・2年生女子軽量級 （東京豊島） （埼玉大宮西）
　　　エントリー　１１名（入賞者２名） 安藤　椿七 若山　未月
■小学１・2年生女子重量級 （栃木・鹿沼）
　　　エントリー　４名（入賞者１名） 松本　怜來
■小学3・4年生女子軽量級 （埼玉中央） （埼玉武蔵）
　　　エントリー　１１名（入賞者２名） 長田　悠里 加藤　渚
■小学3・4年生女子重量級 （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　５名（入賞者１名） 井料　来海
■小学5・6年生女子軽量級 （群馬）
　　　エントリー　３名（入賞者１名） 齋藤　來那
■小学5・6年生女子重量級 （茨城県央） （東京豊島）
　　　エントリー　１０名（入賞者２名） 鈴木　ねねあ 大門　優里
■小学１年生男子軽量級 （茨城県央） （群馬）
　　　エントリー　１４名（入賞者２名） 小林　海琉 大沼　柊翔
■小学１年生男子重量級 （白蓮会館） （四葉会）
　　　エントリー　１２名（入賞者２名） 渡邊　剛 杉浦　湊太
■小学2年生男子初級軽量級（9級以下） （東京豊島） （東京豊島） （岩崎空手） （福島）
　　　エントリー　１７名（入賞者４名） 中井川　煌太郎 堀口　大翔 大塚　大翔 酒井　鈴太郎
■小学2年生男子初級重量級（9級以下） （栃木・都賀） （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　１２名（入賞者２名） 落合　翔 山本　昊弥
■小学3年生男子初級軽量級（8級以下） （埼玉大宮西） （総本部） （埼玉中央） （栃木・栃木）
　　　エントリー　１６名（入賞者４名） 前田　力毅 中島　大智 毛利　悠馬 前原　陵我
■小学3年生男子初級重量級（8級以下） （埼玉武蔵） （埼玉武蔵） （茨城県央） （練馬）
　　　エントリー　１８名（入賞者４名） 長尾　耀成 加藤　龍司 坂田　悠瑠 小沼　律貴
■小学4年生男子初級軽量級（7級以下） （栃木・宇都宮本部） （群馬）
　　　エントリー　１４名（入賞者２名） 富永　澪 齋藤　琥太朗
■小学4年生男子初級重量級（7級以下） （埼玉中央） （埼玉大宮西）
　　　エントリー　８名（入賞者２名） 神田　真之介 中込　裕向汰
■小学5年生男子初級軽量級（6級以下）（栃木・宇都宮本部） （中山道場） （栃木・里美） （東京豊島）
　　　エントリー　１５名（入賞者４名） 斎藤　颯人 福井　豪真 本田　瑛士 髙橋　幸太郎
■小学5年生男子初級重量級（6級以下） （栃木・今市） （埼玉中央）
　　　エントリー　８名（入賞者２名） 川端　龍心 野田　雄平
■小学6年生男子初級軽量級（5級以下） （栃木・宇都宮本部） （埼玉武蔵） （中山道場） （神武会館）
　　　エントリー　１５名（入賞者４名） 宮西　琉聖 荒井　俐人 中山　蓮希 大谷　総一朗
■小学6年生男子初級重量級（5級以下） （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 永島　大雅
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■小学2年生男子上級軽量級 （栃木・小山）
　　　エントリー　５名（入賞者１名） 鈴木　結翔
■小学2年生男子上級重量級 （練馬） （東京豊島）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 仲里　宗佑 金井　和史
■小学3年生男子上級軽量級 （東京豊島） （東京ベイ港）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 佐野　颯 加藤　蹴葵
■小学3年生男子上級重量級 （東京豊島）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 金澤　輝旺
■小学4年生男子上級軽量級 （極真拳武會埼玉） （東京首都西）
　　　エントリー　１１名（入賞者２名） 中村　隼翔 金田　隼人
■小学4年生男子上級重量級 （茨城県央）
　　　エントリー　３名（入賞者１名） 浜松　鉄平
■小学5年生男子上級軽量級 （東京豊島） （埼玉武蔵）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 亀井　龍之介 小林　侑葵
■小学5年生男子上級重量級 （埼玉中央） （埼玉中央）
　　　エントリー　１２名（入賞者２名） 菊地　顕 奈良﨑　央
■小学6年生男子上級軽量級 （総本部）
　　　エントリー　５名（入賞者１名） 藤井　十右剛
■中学生女子 （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　４名（入賞者１名） 畦池　姫歩
■中学1年生男子軽量級 （栃木・小山） （栃木・小山）
　　　エントリー　８名（入賞者２名） 寺口　晃聖 橋本　頼輝
■中学1年生男子重量級 （中山道場）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 福井　駿汰
■中学2・3年生男子軽量級 （栃木・宇都宮本部） （中山道場）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 畦池　拓歩 岩野　歩夢
■中学2・3年生男子重量級 （栃木・宇都宮本部）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 田中　嶺央
■高校生男子 （岩崎空手）
　　　エントリー　６名（入賞者１名） 岩崎　匠真
■壮年軽量級（35歳以上） （群馬） （群馬） （埼玉中央） （福島）
　　　エントリー　１５名（入賞者４名） 阿久津　崇信 菅原　伸一 大槻　利信 川口　陽
■壮年重量級（35歳以上） （栃木・里美）
　　　エントリー　２名（入賞者１名） 中島　雄也
■一般初級者軽量級（3級以下） （栃木・宇都宮本部） （埼玉武蔵）
　　　エントリー　７名（入賞者２名） 劉　浩宏 花水　周平
■一般初級者重量級（3級以下） （栃木・栃木）
　　　エントリー　２名（入賞者１名） ヴー・ディン・ロン

　☆今大会では、
　　出場者６名以下のクラスは、優勝者のみの表彰となります。
　　出場者７名以上のクラスは、優勝者・準優勝者の表彰となります。
　　出場者１５名以上のクラスは、優勝者・準優勝者・第三位（2名）の表彰となります。

　　上記入賞者に、誤り（誤字等）が確認された場合、下記にご連絡ください。
　　info@shinkyokushin-utsunomiya.com


