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極真坂本
年長女子 荒井　ひめ乃

拳友会

年長男子 由井　嶺海 田中　健 細矢　涼太 岡村　翔洋 若原　快 榎本　空透 松林　勇樹 アジェツ　チメズィエ
龍星

北晋寺西道場 極真千葉 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ MAC茨城 極真千葉 極真千葉 極真千葉 極真千葉
小1初級 熱海　颯音 田中　彩人 松原　樹 増田　圭亮 千葉　成眞 内田　隼 星　友里桜 高原　廣大

西山道場 極真千葉 西山道場 極真千葉 極真坂本 MAC埼玉中央 MAC仲町台 宮本道場
小1女子上級 渡部　美和

MAC埼玉中央
小1男子上級 大山　隆之介 豊田　涼介 仲川　昇汰

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 極真坂本栃木 拳友会
小2初級 仙波　朔芽 渡部　隼也 石森　和樹 武藤　研士郎 加納　颯真 原　駿 中島　茶亮 田中　海里

MAC茨城 西山道場 MAC埼玉中央 MAC中山 極真千葉 MAC中山 MAC中山 極真千葉
小2中級 坂本　翔太 大城　啓生 高橋　巧 岡村　光央 宮内　蓮 池田　健将 高橋　堅 小池　笙太

相模原鈴木道場 星和会館 MAC仲町台 実戦武道空手武心塾 極真坂本 極真坂本 光塾 渡邊道場
小2女子上級 森　唯華

MAC仲町台
小2男子上級 石澤　大輝 田中　勇利 山口　祐摩 細矢　秀太

極真坂本栃木 極真千葉 西山道場 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ
小3初級 小川　凌雅 小泉　凜 斉藤　玲央 鍋谷　聡一郎

西山道場 極真坂本 西山道場 極真坂本
小3中級 金澤　健斗 野中　優翔 上瀬　竜之介 荒井　一輝 小島　太志 岩尾　鉄 貫名　涼 髙埜　雄太

極真埼玉木村 宮本道場 西山道場 拳友会 拳友会 渡邊道場 極真坂本 宮本道場
小3女子上級 野口　夢莉

秋山道場
小3男子上級 小林　陽人 並里　怜夜 佐久間　凱 斉藤　琉 川中　響生 萩原　敦史 斉藤　秀弥 渡辺　凜太郎

極真坂本栃木 極真坂本栃木 士衛塾 星和会館 FSA拳真館 星和会館 MAC埼玉中央 士衛塾
小4初級 野中　遥香 藤田　雅斗 野島　未来輝 中野　朝太郎

宮本道場 MAC仲町台 極真坂本 極真坂本
小4中級 岡本　涼汰 星　桜太朗 秋葉　紗希 高橋　彦 池田　圭史朗 後藤　拓登 鈴木　柚二 清原　蓮也

MAC仲町台 MAC仲町台 極真千葉 MAC仲町台 MAC埼玉中央 MAC本部 如心館 宮本道場
小4女子上級 粂川　美空 吉岡　つぐみ

極真坂本栃木 渡邊道場
小4男子上級 吉岡　夕馬 山田　純也 水上　修作 原　鉄馬 菊地　諄弥 三浦　翔 本間　大聖 張間　真幸

渡邊道場 相模原鈴木道場 青育塾 極真坂本 極真千葉 MAC江戸川 青育塾 極真千葉
小5初級 伊藤　一成 山田　俊 福地　瑠海 岡村　安未 山口　光琉 中島　一茶 森泉　龍虎 藤澤　舞

極真北海道 極真千葉 極真坂本栃木 実戦武道空手武心塾 極真坂本 MAC中山 宮本道場 極真坂本栃木
小5女子上級 樋口　梨乃 中薗　綾乃

勇志会 極真千葉
小5男子40kg未満 浜田　祐太郎 大石　翔洋 本多　善光 加藤　瑠

西山道場 西山道場 MAC江戸川 FSA拳真館
小5男子40kg以上 栁澤　侑哉 三寺　将太 佐藤　豪海 坂本　健生

渡邊道場 MAC宮前平 西山道場 北晋寺西道場
小6初級 吉田　大地 橋本　碧 海藤　拓馬 野崎　太志

吉田塾 極真千葉 極真千葉 極真千葉
小6女子上級 野口　寿々花 佐藤　優月 上瀬　千里 山本　彩音

FSA拳真館 飛馬道場 西山道場 秋山道場
小6男子40kg未満 戸叶　龍也 森　且貴 竹内　栄規 新里　勇斗 田代　悠多 鈴木　拓未 東　居生 伊倉　英治

極真坂本 武心塾カラテ MAC江戸川 渡邊道場 勇志会 拳友会 MAC本部 MAC埼玉中央
小6男子40kg以上 増田　源太郎 豊田　太輝 渡辺　達也 渡部　恭太

極真坂本 西山道場 宮本道場 極真坂本
中学女子軽量級 大石　麻帆 熊谷　亜美 菊川　結衣

西山道場 西山道場 西山道場
中学女子中量級 篠﨑　万由実 穂積　夢李亜

実戦武道空手武心塾 実戦武道空手武心塾
中学女子重量級 櫻井　陽菜 亀山　陽南子

星和会館 如心館
中学男子43kg未 森田　勇作 伊代野　直希 藤巻　光 加藤　宏武

西山道場 西山道場 士衛塾 実戦武道空手武心塾
中学男子53kg未 大石　航輝 森田　耕右 森　元貴 速水　大輝

西山道場 西山道場 武心塾カラテ 星和会館
中学男子63kg未 澤栗　光輝 岡﨑　陽孝 池田　直人

実戦武道空手武心塾 極真千葉小嶋 MAC宮前平
中学男子63kg以 伊澤　笙 佐藤　大海

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 西山道場
神奈川新聞社賞 伊澤　笙

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ


