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選手宣誓

見事に大役を果たした
はなざき ゆうせい

花崎悠惺 選 手
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎所属

ここから数々の
ドラマが生まれた！
いざ決戦！

元世界王者である大会会長
國分利人先生から
表彰を受ける選手達

形の判定を待つ
緊張の瞬間！

炸裂した光る技の数々！

！
裂
炸
り
し蹴

裏回
極まったか中段逆突き！

JKP事務局長の阿部夕姫先生から
表彰を受けるJKPの黒帯ガールズ！

中段蹴り炸裂！

世界王者とパチリ
高橋かれんさん

初出場！
田端大也君！
緊張を抑え堂々
とした振る舞い！

全てがクライマックス！

最優秀団体賞

６連覇！

圧巻！団体総合優勝

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎

つちや しゅうた

土屋周太先生
message
優勝おめでとう！
総合優勝と言う結果は努力
の賜物であり、日頃から
頑張っている姿を見ていた
ので、とても嬉しく思います。
正しい努力をすれば必ず
結果はついてきます。
次回の試合でも勝てるよう
に一緒に頑張ろう！

JKPの名伯楽

さかき

榊

まさき

正貴先生

message
入賞した生徒の皆さん
おめでとうございます。
空手は勝つことが目的では
ありませんが、入賞した皆さんは
大会という目標に向かい努力を
人一倍されたと思います。
今後も空手を通じて継続した努力の
大切さを学んでほしいと思います。

入賞者 &
優秀選手賞氏名一覧
幼年 無級～１２級 基本の部
優勝 直江
準優勝 竹内
第三位 熊井
第三位 岩井

真愛 ＫＳＣ稲城
悠太 東板橋体育館
悠人 ＫＳＣ西新井
一真 わらわらふじみ野

幼年 １１級～９級 基本の部

小学１～２年生 無級～１２級 基本の部
優勝
準優勝
第三位
第三位
第五位
第五位
第五位
第五位

椎木 花音 ＫＳＣ新座
阿久根 大稀 ルネサンストーア沼津
辻 京 ＫＳＣ二子玉川
釘尾 榮 ＫＳＣ和光
長南 杏珠 ＫＳＣ稲城
直江 晴義 ＫＳＣ稲城
藤澤 麻帆 ＫＳＣ西新井
中村 航 ＫＳＣ府中

小学１年生 １１級～９級 基本の部

優勝 向井 倫太朗 ＫＳＣ稲城
準優勝 齋藤 湊太 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 柴原 栄太朗 ＫＳＣ市川
第三位 濱田 知里 ＫＳＣ所沢
第五位 小川 絢矢 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 清水 曹平 ＫＳＣ西新井
第五位 土屋 陽大 Ｐ－ＷＯＳＨ
第五位 井上 歌乃 メガロス神奈川

優勝 佐々木 健志 ＫＳＣ狭山
準優勝 奥村 悟理 ＫＳＣ中央林間
第三位 青木 海翔 ＫＳＣ市川
第三位 久留嶋 莉奈 ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 大須賀 匠 ＫＳＣ青葉台
第五位 竹中 孝太朗 ＴＳＳ二子玉川
第五位 三津家 卓和 サンパルネ東村山

小学３年生以上 １１級～９級 基本の部

幼年～小学１年生 ８級～７級 基本の部

小学３年生以上 無級～１２級 基本の部
優勝 釘尾
準優勝 神﨑
第三位 望月
第三位 藤田

剛司 ＫＳＣ和光
明里 ＫＳＣ新百合ヶ丘
夕陽 ＤＳＣ平塚
好一郎 ＤＳＣ南古谷

小学２年生 １１級～９級 基本の部
優勝 安藤 澪 ＫＳＣ西新井
準優勝 大森 心翔 ＫＳＣ市川
第三位 藤田 望生 世田谷体育館
第三位 伊原 航汰 わらわら航空公園
第五位 佐藤 椛音 ＫＳＣ都賀
第五位 赤塚 祐星 ＴＳＳあざみ野
第五位 土金 颯翔 わらわら航空公園
第五位 牧 優馬 わらわらふじみ野
小学２年生 ８級～７級 基本の部

優勝 稲毛 士 ＤＳＣ平塚
準優勝 松元 陽生 ＤＳＣ日進
第三位 吉岡 陽菜 ＫＳＣ新座
第三位 松元 政宗 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 武田 向記 ＫＳＣ西新井
第五位 小泉 湊 ＴＳＳあざみ野
第五位 安西 志穏 マグレブ
第五位 尾崎 海翔 わらわらふじみ野

優勝 横田 美樹 ＫＳＣ天王町
準優勝 小幡 亮輔 上板橋体育館
第三位 目黒 なみや ＫＳＣ新百合ヶ丘
第三位 川部 拳 わらわら航空公園
第五位 佐藤 隆真 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 池田 希海 ＫＳＣ入間
第五位 張 佑翔 ＫＳＣ本店
第五位 横田 陽真 世田谷体育館

優勝 石川 耀二朗 ＫＳＣ西新井
準優勝 田中 颯馬 マックスポーツ藤沢
第三位 林 柚花 ＤＳＣ日進
第三位 渡辺 エンゾ マックスポーツ藤沢
第五位 中村 颯真 ＤＳＣ南古谷
第五位 伊藤 愛華 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 稲生 篤人 イオン浦和美園
第五位 土田 仁心 東板橋体育館

（小学３年生 ８級～７級 基本の部

（小学４年生以上 ８級～７級 基本の部

幼年～小学２年生 ６級～５級 基本の部

優勝 巖 紅杏 ＫＳＣ西新井
準優勝 塩澤 遼 ＫＳＣ青葉台
第三位 花崎 悠惺 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 牛村 蓮太郎 ルネサンス北戸田
第五位 桶田 愛菜 ＫＳＣ市川
第五位 坂口 眞希 ＫＳＣ稲毛
第五位 青木 彩和 上板橋体育館
第五位 藤田 陽貴 上板橋体育館

優勝 小舘 七菜 世田谷体育館
準優勝 岡本 華怜 ＫＳＣ上大岡
第三位 小神野 隆喜 赤塚体育館
第三位 小野 陽菜 和光市総合体育館
第五位 小野 愛心 ＤＳＣ藤沢
第五位 岡田岳陽ＫＳＣ狭山
第五位 指田 悠希 ＫＳＣ狭山
第五位 山本 栞 川越スイミング

優勝 冨田 紗菜 ＤＳＣ公津の杜
準優勝 島雄 温人 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 小沢 和広 ＴＳＳたまがわ
第三位 村井 佑多 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 小川 翔生 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 森川 稜太 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 神橋 祐輔 ＤＳＣ平塚
第五位 酒井 凛士 ＴＳＳたまプラーザ

小学３年生 ６級～５級 基本の部

小学４年生以上 ６級～５級 基本の部

（幼年 無級～１２級 形の部

優勝 米屋 ゆきな 東板橋体育館
準優勝 笠尾 隼 ＴＳＳたまプラーザ
第三位 鐘 叶暖 東板橋体育館
第三位 土田 咲仁 東板橋体育館
第五位 田口 梨南 ＤＳＣ藤沢
第五位 飯嶋 千晴 ＫＳＣ二子玉川
第五位 鈴木 涼太 青葉スポーツセンター
第五位 石本 航太郎 大宮前体育館

優勝 落合 蒼太 ゴールドジム吉川埼玉
準優勝 小林 茉莉奈 ＫＳＣ本店
第三位 北浦 大志ＫＳＣ二子玉川
第三位 鈴木 陽斗 ＫＳＣ三ツ境
第五位 藤木 健太 ＤＳＣ公津の杜
第五位 寒江 海礼 ＫＳＣ稲毛
第五位 森 立真 ＫＳＣ中央林間
第五位 茅根 晃太郎 わらわら航空公園

小学１～２年生 無級～１２級 形の部

小学３年生以上 無級～１２級 形の部

優勝 椎木 花音 ＫＳＣ新座
準優勝 長南 杏珠 ＫＳＣ稲城
第三位 直江 晴義 ＫＳＣ稲城
第三位 熊澤 尚美 ＫＳＣ西新井

優勝 釘尾 剛司 ＫＳＣ和光
準優勝 石崎 浩平 ＴＳＳあざみ野
第三位 望月 夕陽 ＤＳＣ平塚
第三位 藤森 あすみ ＫＳＣ中央林間

優勝 直江 真愛 ＫＳＣ稲城
準優勝 熊井 悠人 ＫＳＣ西新井
第三位 勝亦 祐斗 ＫＳＣ稲城
第三位 渡辺 アントネラ マックスポーツ藤沢
幼年 １１級～９級 形の部
優勝 向井 倫太朗 ＫＳＣ稲城
準優勝 柴原 栄太朗 ＫＳＣ市川
第三位 齋藤 湊太 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 長谷川 祐輝 世田谷体育館
第五位 濱田 知里 ＫＳＣ所沢
第五位 小川 絢矢 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 井上 歌乃 メガロス神奈川
第五位 真柴 みはな ＫＳＣ都賀

小学１年生 １１級～９級 形の部
優勝 吉田 幸翔 ＴＳＳ二子玉川
準優勝 大須賀 匠 ＫＳＣ青葉台
第三位 シャラン ナフィ プラディプタ
和光市総合体育館
第三位 渡邊 レオナルド 晶 わらわらふじみ野
第五位 佐々木 健志 ＫＳＣ狭山
第五位 久留嶋 莉奈 ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 竹中 孝太朗 ＴＳＳ二子玉川
第五位 三津家 卓和 サンパルネ東村山

幼年～小学１年生 ８級～７級 形の部
優勝 森下 亮助 ＫＳＣ稲城
準優勝 横田 美樹 ＫＳＣ天王町
第三位 吉田 春香 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 岡部 千咲 マックスポーツ藤沢
第五位 張 佑翔 ＫＳＣ本店
第五位 小林 将 ＫＳＣ青葉台
第五位 山﨑 遥瑠 ＫＳＣ中央林間
第五位 浅野 壮 川越スイミング
小学４年生以上 ８級～７級 形の部
優勝 小舘 七菜 世田谷体育館
準優勝 山本 栞 川越スイミング 第
三位 小野 陽菜 和光市総合体育館
第三位 小野 愛心 ＤＳＣ藤沢
第五位 櫻井 姫菜 ＤＳＣ南古谷
第五位 池﨑 真緒 ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 山本 蓮 ルネサンストーア沼津
第五位 小田 勇麿 ロンド東村山
小学４年生以上 ６級～５級 形の部
優勝 森 立真 ＫＳＣ中央林間
準優勝 七条 峻太郎 ＫＳＣ一橋学園
第三位 北浦 大志 ＫＳＣ二子玉川
第三位 山下 拓真 ＤＳＣ公津の杜
第五位 寒河江 大翔 ＤＳＣ日進
第五位 中尾 凜 ＫＳＣ三ツ境
第五位 西村 悠人 ＫＳＣ妙典
第五位 富永 琢斗 わらわら航空公園

小学４年生 ４級～３級 形の部
優勝 髙橋 かれん ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 樋渡 陽亮 ＫＳＣ三ツ境
第三位 甲能 采海 ルネサンス北戸田
第三位 町島 悠仁 わらわら航空公園
第五位 三田 琥太郎 ＤＳＣ公津の杜
第五位 小林 沙月 ＤＳＣ南古谷
第五位 國府田 清裕 ＫＳＣ一橋学園
第五位 杉田 優和 ＫＳＣ和光

小学５～６年生 ２級～１級 形の部
優勝 大塚 栞 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 藤井 蒼空 ＤＳＣ平塚
第三位 遠藤 珠里 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 藤原 奈央 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 坂元 怜生 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 齋藤 蓮音 ＤＳＣ日進
第五位 小田 譲太郎 ＤＳＣ平塚
第五位 治田 舞 ＫＳＣ新座

小学２年生 １１級～９級 形の部

小学３年生以上 １１級～９級 形の部

優勝 安藤 澪 ＫＳＣ西新井
準優勝 伊原 航汰 わらわら航空公園
第三位 佐藤 椛音 ＫＳＣ都賀
第三位 國原 さくら ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 牧 優馬 わらわらふじみ野
第五位 清瀬 倫果 ＫＳＣ立川
第五位 白根 遼人 Ｐ－ＷＯＳＨ
第五位 千葉 遼介 ＴＳＳあざみ野

優勝 武田 向記 ＫＳＣ西新井
準優勝 安西 志穏 マグレブ
第三位 松元 陽生 ＤＳＣ日進
第三位 尾崎 海翔 わらわらふじみ野
第五位 吉岡 陽菜 ＫＳＣ新座
第五位 小泉 湊 ＴＳＳあざみ野
第五位 伊藤 光希 ＤＳＣ金沢文庫
第五位 福田 蒼 わらわら航空公園

小学２年生 ８級～７級 形の部
優勝 石川 耀二朗 ＫＳＣ西新井
準優勝 中村 颯真 ＤＳＣ南古谷
第三位 田中 颯馬 マックスポーツ藤沢
第三位 中濱 啓 ＫＳＣ二子玉川
第五位 林 柚花 ＤＳＣ日進
第五位 稲生 篤人 イオン浦和美園
第五位 伊﨑 俊太朗 ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 後藤 悠衣 ＴＳＳたまプラーザ
幼年～小学２年生 ６級～５級 形の部
優勝 冨田 紗菜 ＤＳＣ公津の杜
準優勝 小沢 和広 ＴＳＳたまがわ
第三位 島雄 温人 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 酒井 凛士 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 村井 佑多 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 國信 奏海 ＤＳＣ金沢文庫
第五位 荒井 開吏 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 後藤 南 ＤＳＣ平塚
小学２年生 ４級～３級 形の部
優勝 小西 湧悟 ルネサンス静岡
準優勝 吉田 壮汰 エーススポーツ
第三位 大槻 凜太郎 ＴＳＳたまがわ
第三位 土居 瑞希 ＴＳＳたまがわ

小学５～６年生 ４級～３級 形の部
優勝 板屋 みなみ ＫＳＣ稲毛
準優勝 奥田 英寿 ルネサンス静岡
第三位 廣岡 香 ＫＳＣ洋光台
第三位 春原 尊匡 メガロス三鷹
第五位 髙﨑 優真 ＤＳＣ日進
第五位 蓮本 莉央 ＫＳＣ市川
第五位 佐々木 貴博 ＫＳＣ二子玉川
第五位 川野 葵 トピレックアヤセ

小学４～５年生 有段 形の部
優勝 小泉 愛洋 ＫＳＣ新百合ヶ丘
準優勝 菊地 元 メガロス鷺沼
第三位 金山 優美 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 市川 道成 わらわら航空公園
第五位 古山 葵 ＤＳＣ日進
第五位 佐竹 希新 ＤＳＣ平塚
第五位 山口 幸平 ＤＳＣ平塚
第五位 石郷岡 広樹 ＤＳＣ南古谷

小学３年生 ８級～７級 形の部
優勝 巖 紅杏 ＫＳＣ西新井
準優勝 牛村 蓮太郎 ルネサンス北戸田
第三位 花崎 悠惺 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 浜田 悠吾 わらわら航空公園
第五位 角田 悠太郎 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 三輪 洸香 ＤＳＣ日進
第五位 惠良 清加 上板橋体育館
第五位 横田 慶 わらわらふじみ野
小学３年生 ６級～５級 形の部
優勝 米屋 ゆきな 東板橋体育館
準優勝 飯嶋 千晴 ＫＳＣ二子玉川
第三位 土田 咲仁 東板橋体育館
第三位 鈴木 涼太 青葉スポーツセンター
第五位 宅間 咲予 ＫＳＣ都賀
第五位 坂巻 貴之 ＫＳＣ二子玉川
第五位 小澤 翔太 東板橋体育館
第五位 横須賀 祥基 東板橋体育館
小学３年生 ４級～３級 形の部
優勝 呉 潤誠 ルネサンス静岡
準優勝 古屋 葵陸 ＫＳＣ市川
第三位 石丸 雄丈 ルネサンストーア沼津
第三位 原島 晴人 和光市総合体育館
第五位 相野 虎之介 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 伊藤 拓未 ＤＳＣ平塚
第五位 久保田 瞬 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 中山 瑞葵 わらわら航空公園
小学３～４年生 ２級～１級 形の部
優勝 関根 一花 ＤＳＣ日進
準優勝 小柴 遼介 わらわら航空公園
第三位 深瀬 美咲 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 合田 和渡 エーススポーツ
第五位 石原 佑一郎 ＤＳＣ公津の杜
第五位 小林 蒼空 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 三矢 信祐 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 中澤 悠太 ティップネス藤枝
小学６年生 有段 形の部
優勝 横須賀 瑞基 東板橋体育館
準優勝 杉山 遙斗 和光市総合体育館
第三位 早川 晴登 ＤＳＣ金沢文庫
第三位 田中 琉集 ＤＳＣ南古谷
第五位 鶴見 遥菜 ＤＳＣ藤沢
第五位 山元 翔太 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 三重野 駿佑 メガロス草加
第五位 才川 稜央 和光市総合体育館

中学生 ３級～１級 形の部

中学生１年生男子 有段 形の部

優勝 土田 のりか ＫＳＣ新座
準優勝 中島 琉豪 マグレブ
第三位 守屋 湧仁 新鎌ヶ谷
第三位 今宮 里彩 マグレブ

優勝 菊地 俊佑 マックスポーツ藤沢
準優勝 大塚 一樹 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 山﨑 蒼空 ＤＳＣ日進
第三位 樋ケ 悠生 ＤＳＣ藤沢

高校生男子 有段 形の部
優勝 河野 拓斗 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 新井 健太 ＤＳＣ金沢文庫 第
三位 山屋 輝顕 ナイススポーツ東京
第三位 丸田 環 和光市総合体育館
小学３年生男子 組手の部
優勝 石丸 雄丈 ルネサンストーア沼津
準優勝 志村 隼 後楽園調布
第三位 曾 星鋭 ＫＳＣ一橋学園
第三位 各務 翼 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 呉 潤誠 ルネサンス静岡
第五位 原島 晴人 和光市総合体育館
第五位 相野 虎之介 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 石井 琥太朗 わらわら航空公園

小学５年生男子 ２級以下 組手の部
優勝 平床 大輔 ＫＳＣ一橋学園
準優勝 野村 悠斗 ＫＳＣ中央林間
第三位 安藤 大和 ＫＳＣ中央林間
第三位 岡崎 元星 ＫＳＣ新座
第五位 佐々木 貴博 ＫＳＣ二子玉川
第五位 木戸 李勇 ＫＳＣ上大岡
第五位 向井 光樹 ＫＳＣ八王子
第五位 伊藤 輝将 上板橋体育館
小学６年生男子 初段以上 組手の部
優勝 伴 怜 ＤＳＣ藤沢
準優勝 齊藤 衛 ＤＳＣ藤沢
第三位 横須賀 瑞基 東板橋体育館
第三位 尾形 詠人 メガロス鷺沼
第五位 杉山 遙斗 和光市総合体育館
第五位 田中 琉集 ＤＳＣ南古谷
第五位 山元 翔太 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 鈴木 琉平 ＤＳＣ日進
高校生男子 組手の部
優勝 河野 拓斗 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 藤永 真治 和光市総合体育館
第三位 山下 優希 ＫＳＣ新座
第三位 熊谷 槙人 ＴＳＳたまプラーザ
中学生以上女子 組手の部
優勝 安田 愛梨 ＤＳＣ南古谷
準優勝 渡辺 陽菜 ＤＳＣ南古谷
第三位 千葉 海優 ＤＳＣ南古谷
第三位 佐々木 蘭奈 ゴールドジム吉川埼玉
第五位 井上 真花 青葉スポーツセンター
第五位 箕田 葵 ＫＳＣ新座
第五位 松本 そら 新鎌ヶ谷
第五位 操 あずみ 青葉スポーツセンター

中学生２～３年生男子 有段 形の部
優勝 河野 和志 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 佐藤 弘基 ＫＳＣ都賀
第三位 村田 虎大朗 ＫＳＣ新座
第三位 増山 貴一 ＫＳＣ西新井
第五位 春日 翔 ＫＳＣ狭山
第五位 諸節 碧 ＫＳＣ中央林間
第五位 羽田 真琴 ゴールドジム吉川埼玉
第五位 小幡 碧太 メガロス草加

中学生以上女子 有段 形の部
優勝 佐々木 蘭奈 ゴールドジム吉川埼玉
準優勝 井上 真花 青葉スポーツセンター
第三位 渡辺 陽菜 ＤＳＣ南古谷
第三位 箕田 葵 ＫＳＣ新座
新座 第五位 千葉 海優 ＤＳＣ南古谷
第五位 安田 愛梨 ＤＳＣ南古谷
第五位 篠塚 美月 ＫＳＣ中央林間
第五位 佐々木 いぶき 赤塚体育館

（小学２年生男女 組手の部
優勝 鴫原 南歩 ＴＳＳたまがわ
準優勝 大槻 凜太郎 ＴＳＳたまがわ
第三位 土居 瑞希 ＴＳＳたまがわ
第三位 林 陸翔 ＴＳＳたまプラーザ

小学４年生男子 ３級以下 組手の部

小学４年生男子 ２級以上 組手の部

優勝 長 勇志 わらわら航空公園
準優勝 横山 拓飛 わらわら航空公園
第三位 鈴木 睦 後楽園調布
第三位 中田 悠人 マグレブ
第五位 杉田 優和 ＫＳＣ和光
第五位 伊牟田 翔斗 ＤＳＣ南古谷
第五位 岩下 聖 ＤＳＣ南古谷
第五位 須江 都真 青葉スポーツセンター

優勝 下地 巧真 トピレックアヤセ
準優勝 中澤 悠太 ティップネス藤枝
第三位 山口 幸平 ＤＳＣ平塚
第三位 幸田 千里 和光市総合体育館
第五位 合田 和渡 エーススポーツ
第五位 石郷岡 広樹 ＤＳＣ南古谷
第五位 小林 蒼空 ＴＳＳたまプラーザ
第五位 菊地 智翔 ＤＳＣ茅ヶ崎

小学５年生男子 １級以上 組手の部

小学６年生男子 １級以下 組手の部

優勝 島崎 詩音 エーススポーツ
準優勝 佐竹希新 ＤＳＣ平塚
第三位 佐野 聡護 世田谷体育館
第三位 我満 侑羽 東板橋体育館
第五位 草野 広翔 ＤＳＣ南古谷
第五位 石川琉生 世田谷体育館
第五位 増村 玲音 東板橋体育館
第五位 向井 彰玖 和光市総合体育館

優勝 加藤 流風 ルネサンス北戸田
準優勝 篠﨑 皓太 メガロス鷺沼
第三位 渡邉 陸ＫＳＣ八王子
第三位 志村 笙之 ＴＳＳたまプラーザ
中学２～３年生男子 組手の部
優勝 河野 和志 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 内藤 大貴 ＫＳＣ青葉台
第三位 木内 漣音 ＤＳＣ公津の杜
第三位 佐藤 陵太 ＫＳＣ橋本
第五位 増山 貴一 ＫＳＣ西新井
第五位 春日 翔 ＫＳＣ狭山
第五位 小松 丈朗 ＫＳＣ市川
第五位 小笠原 琢真 ＫＳＣ中央林間

中学１年生男子 組手の部
優勝 樋ケ 悠生 ＤＳＣ藤沢
準優勝 増岡 大也 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 金子 風吹 ＤＳＣ南古谷
第三位 阿部 瑛太 青葉スポーツセンター
第五位 大塚 一樹 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 山﨑 蒼空 ＤＳＣ日進
第五位 中島 琉豪 マグレブ
第五位 原 岳大 ＫＳＣ稲城

小学５～６年生女子 組手の部
優勝 遠藤 珠里 ＤＳＣ茅ヶ崎
準優勝 佐々木 みのり 赤塚体育館
第三位 金山 優美 ＤＳＣ茅ヶ崎
第三位 鶴見 遥菜 ＤＳＣ藤沢
第五位 小泉 愛洋 ＫＳＣ新百合ヶ丘
第五位 藤原 奈央 ＤＳＣ茅ヶ崎
第五位 蓮本 莉央 ＫＳＣ市川
第五位 髙橋 麻椰 ＫＳＣ本店

小学３～４年生女子 組手の部
優勝 甲能 采海 ルネサンス北戸田
準優勝 片岡 桜 東板橋体育館
第三位 小杉 明日香 ＤＳＣ南古谷
第三位 髙木 愛莉 メガロス武蔵小金井
第五位 関根 一花 ＤＳＣ日進
第五位 古山 葵 ＤＳＣ日進
第五位 南 奈那 ジェクサーコトニア赤羽
第五位 國房 心美 東板橋体育館

優秀選手賞
直江
椎木
釘尾
向井
安藤
石川

真愛：ＫＳＣ稲城
花音：ＫＳＣ新座
剛司：ＫＳＣ和光
倫太朗：ＫＳＣ稲城
澪：ＫＳＣ西新井
耀二朗：ＫＳＣ西新井

巖 紅杏：ＫＳＣ西新井
小舘 七菜：世田谷体育館
冨田 紗菜：ＤＳＣ公津の杜
米屋 ゆきな：東板橋体育館
河野 和志：ＤＳＣ茅ヶ崎
河野 拓斗：ＤＳＣ茅ヶ崎

入賞者フォトライブラリー

優秀選手賞フォトライブラリー

向井 倫太郎選手

直江 真菜 選手

巖 紅杏 選手

石川 耀二郎選手

椎木 花音 選手

安藤 澪 選手

河野 一志選手

富田 紗菜 選手

米屋ゆきな 選手

小舘 七菜 選手

釘尾 剛司 選手

河野 拓斗 選手
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