
小学２年・男女混合

優勝 田口　獅央 精鋭会 準優勝 松田　留禾 総極真橋本
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小学１年・男女混合

優勝 武井　将志 武将會 準優勝 小野寺航輝 北斗會中平道場

小学３年・女子

優勝 田中　杏 北斗會本部 準優勝 内田　悠々 昭武館内田道場

3位 本橋　陸 北斗會中平 3位 山田　洸心 講士館山田道場

3位 中島　來夢 翔優会館 3位 上木　大和 北斗會ふじみ野

小学３年・男子

優勝 門田　唄侍 飛馬道場 準優勝 萬屋　瑠偉 孝真会

優勝 佐藤　美月 琢磨会 準優勝 藤井　蒼羽 武心塾

小学４年・女子軽量級

優勝 平山　晴菜 極真拳武會

小学４年・女子重量級

3位 永井　樹 神武館 3位 小野寺　遼雅 北斗會中平

小学４年・男子軽量級

優勝 石原　翔 白蓮会館湘南鎌倉 準優勝 武井　大将 武将會

小学５年・女子軽量級

優勝 加木　美咲 極真会館佐藤道場 準優勝 武井　桃子 武将會

小学４年・男子重量級

優勝 五味　結雅 飛馬道場 準優勝 小林　元輝 極真会館佐藤道場

3位 中野　竣登 北斗會中平 3位 市塚　汐恩 北斗會本部

小学５年・男子軽量級

優勝 安田　光希 昭武館 準優勝 内田　侃斗 昭武館

3位 澁谷　鯉穏 北斗會本部 3位 小田島　元蔵 韓道場

小学５年・男子重量級

優勝 谷口　一哉 義和流拳法 準優勝 飯塚　晄太朗 極真拳武會

小学６年・女子重量級

優勝 松田　理央 総極真橋本 準優勝 山口　舞美 昭武館

小学６年・女子軽量級

優勝 田中　絵麻 北斗會本部 準優勝 上木　日南子 北斗會ふじみ野

3位 髙澤　登矢 武道空手練 3位 萬屋　瑠夏 孝真会

小学６年・男子軽量級

優勝 坂東　龍之介韓道場 準優勝 山﨑　武蔵 極真拳武會

3位 間野　克心 精鋭会 3位 古庄　佑希 武心塾

小学６年・男子重量級

優勝 茂木　琉空斗 武道空手練 準優勝 荒　義隆 士衛塾



中学生・女子重量級

優勝 本田　優希菜 飛馬道場

中学生・男子軽量級
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中学生・女子軽量級

優勝 高林　美空 優心塾 準優勝 石井　結衣 北斗會

3位 鈴木　瑛弐 優心塾 3位 高林　蓮斗 優心塾

優勝 松下　武蔵 極真神奈川井上 準優勝 篠原　昇利 武道空手　練

中学生・男子重量級

優勝 平出　　和紀 武道空手　練 準優勝 田中　　大翔 極真浜井派

中学生・男子中量級

優勝 岸　　蔵之介 優心塾 準優勝 細田　陽斗 優心塾

シニアクラス・軽量級（５５歳以上）

優勝 吉田　浩行 北斗會 準優勝 平賀　康司 北斗會

女子シニアクラス

優勝 木村　育子 武立会館 準優勝 守谷　梨沙 芦原会館西山道場

シニアクラス・軽量級（38歳以上）

優勝 中平　政克 北斗會 準優勝 井上　貴之 井上道場

シニアクラス・重量級（５５歳以上）

優勝 西久保　光弘 精鋭会 準優勝 山本　圭一 正吾塾

シニアクラス・重量級（38歳以上）

優勝 野口　明 北斗會 準優勝 宮寺　孝之 精鋭会

3位 松本　佳洋 ＭＡＣ狭山三鷹 3位 栗幅　健夫 正吾塾

シニアクラス・軽量級４８歳以上）

優勝 竹脇　光一 芦原会館西山道場 準優勝 宮田　治吉 神谷塾

3位 石黒　紀之 武立会館 3位 斎藤　宣彦 芦原会館西山道場

シニアクラス・重量級（４8歳以上）

優勝 後藤　直久 ＭＡＣ本部 準優勝 西口　　賢 精鋭会

3位 松藤　史英 芦原会館西山道場 3位 横谷　宗久 講士館

一般クラス・女子重量級

優勝 神谷　優良 神谷塾

一般クラス・男子軽量級

一般クラス・女子軽量級

優勝 上瀬　千里 芦原会館西山道場 準優勝 太田　真子 芦原会館西山道場

3位 四家　潤也 昭武館 3位 武井　大樹 勇輝道場

優勝 郷　　遼久 無限　勇進会 準優勝 石橋　大晟 學武会館

3位 中嶋　翔吾 琢磨会 3位 間瀬場　亮 極真会館　中村道場

一般クラス・男子中量級

優勝 山田　哲也 講士館　山田道場 準優勝 森川　琢也 天水

3位 野口　智文 北斗會 3位 石崎　修一 北斗會

一般クラス・男子儒量級

優勝 稲森　優昂 昭武館 準優勝 豊田　太輝 芦原会館西山道場


