
  

小学生2年男子 形

谷野　楷 根本　幹太
タニノ　カイ ネモト　カンタ　

林 　琉大　 高橋　聖也　
ハヤシ　リュウタ タカハシ　セイヤ

渡辺　旺介 黒澤　壮志
ワタナベ　オウスケ クロサワ　ソウシ

渡邉　翔馬 高根沢　空大
ワタナベ　トウマ タカネザワ　ソラタ

渡辺　大毅 築地 心晴
ワタナベ　ダイキ ツキジ　シンバ

石橋　侑久　 南里　唯斗
イシバシ　ユキヒサ ナンリ　ユイト

川原　和也 柴山　諒輔
カワハラ　カズヤ シバヤマ　リョウスケ

清水　悠雅 東田　康太
シミズ　ユウマ ヒガシダ　コウタ

廣瀬　慶人 久永　碧人
ヒロセ　ケイト ヒサナガ　アオト

清水　蓮 宮﨑　忠侍
シミズ　レン ミヤザキ　チュウジ

宮尾 昴志 小川　琉玖
ミヤオ　コウシ オガワ　リク

小池　倫路 田家　佳樹　
コイケ　リンジ タンゲ　ヨシキ

廣瀬　環 臼井　牙琥
ヒロセ　カン ウスイ　ガク

海老澤　瑞希 米屋　大喜
エビサワ　ミズキ ヨネヤ　ダイキ

倉田　将輝
クラタ　マサキ

15 (三多摩)

14 (埼玉県) 29 (東京都)

13 (千葉県) 28 (千葉県)

(茨城県)

11 (三多摩) 26 (栃木県)

12 (東京都) 27

8

(神奈川県)

(埼玉県)

10 (栃木県) 25

9 (山梨県) 24

(埼玉県) 22

(茨城県)

(神奈川県)

23

(東京都)

5 (千葉県) 20 (三多摩)

6

(埼玉県)

21

(東京都)

7

(栃木県)

3 (群馬県) 18 (千葉県)

4 (栃木県) 19

(茨城県)

1 (東京都) 16 (神奈川県)

2 (茨城県) 17



  

小学生2年女子 形

尾崎　美咲 中村 理彩
オザキ　ミサキ ナカムラ　リサ

糀谷　綾乃 松澤　楓
コウジタニ　アヤノ マツザワ　カエデ

中川　苺花　 橋本　眞琴
ナカガワ　イチカ ハシモト　マコト

岡村　千聡 宮本　麗央　
オカムラ　チサト ミヤモト　レオ

武田　栞穂 小谷　菫
タケダ　シホ コタニ　スミレ

松尾　緋奈月 重徳　小夏
マツオ　ヒナツ シゲトク　コナツ

平山　侑杏 松井　沙羅
ヒラヤマ　ユア マツイ　サラ

神木　咲七 長倉　澪
カミキ　サナ ナガクラ　ミオ

牟田　楓 千葉　蛍
ムタ　カエデ チバ　ホタル

菅家　あやめ 高橋　安寿
カンケ　アヤメ タカハシ　アンジュ

武田　桃佳　 正木　楓
タケダ　モモカ マサキ　カエデ

吉田　桃 小久保　釉月
ヨシダ　モモ コクボ　ユズキ

望月　愛蘭 笹谷　柑菜
モチヅキ　アイラ ササヤ　カンナ

益池　風花 細野 采実
マスイケ　フウカ ホソノ　コトミ

登坂　琴美 木村　百花
トサカ　コトミ キムラ　モモカ

直江　真愛 片山　糸
ナオエ　マナ カタヤマ　イト

(東京都)

15 (群馬県) 31 (群馬県)

16 (三多摩) 32

(三多摩)

13 (東京都) 29 (千葉県)

14 (埼玉県) 30

(茨城県)

11 (茨城県) 27 (埼玉県)

12 (神奈川県) 28

(神奈川県)

9 (千葉県) 25 (栃木県)

10 (栃木県) 26

(栃木県)

7 (山梨県) 23 (埼玉県)

8 (神奈川県) 24

(神奈川県)

5 (栃木県) 21 (東京都)

6 (三多摩) 22

(茨城県)

3 (茨城県) 19 (群馬県)

4 (東京都) 20

(千葉県)

1 (埼玉県) 17 (三多摩)

2 (千葉県) 18



  

小学生3年男子 形

和智　龍星 飯塚　庵心
ワチ　リュウセイ イイヅカ　アンジ

髙橋　晃太 石井　龍成

タカハシ　コウタ イシイ　リュウセイ

福田　和輝 眞弓　龍大
フクダ　カズキ マユミ　リュウタ

吉田　圭志 今野　光
ヨシダ　ケイジ コンノ　ヒカル

津久井　紺太 間瀬　太陽
ツクイ　カンタ マセ　ダイヤ

佐藤　成真 豊川　幸助
サトウ　ナリマサ トヨカワ　コウスケ

阪口　理久 高山　士惟馬
サカグチ　リク タカヤマ　ジイマ

竹内 　惇 渡辺　一翔
タケウチ　ジュン ワタナベ　カズト

中村　匠 益子　颯臥
ナカムラ　ショウ マシコ　リョウガ

松本　優真 冨樫　壮矢
マツモト　ユウマ トガシ　ソウヤ

金澤　栄治 宮﨑　晧大

カナザワ　エイジ ミヤザキ　コウタ

大矢　楓馬 向井　倫太朗
オオヤ　フウマ ムカイ　リンタロウ

河原　徹昇 村上　寛丞
カワハラ　テッショウ ムラカミ　カンスケ

大澤　武裕 石田　一磨
オオサワ　タケヒロ イシダ　カズマ

鳴澤　稀友 奈良　彩翔
ナルサワ　キユウ ナラ　アヤト

小池　真士 杉田　航之介
コイケ　マナト スギタ　コウノスケ

宮下　健槙 半田　秀彬
ミヤシタ　ケンシン ハンダ　ヒデアキ

山口　弘太郎
ヤマグチ　コウタロウ

35 (栃木県)

17 (茨城県) 34 (神奈川県)

16 (東京都) 33 (埼玉県)

15 (茨城県) 32 (茨城県)

14 (群馬県) 31 (千葉県)

13 (神奈川県) 30 (山梨県)

12 (東京都) 29 (三多摩)

11 (埼玉県) 28 (群馬県)

10 (栃木県) 27 (神奈川県)

9 (東京都) 26 (栃木県)

8 (三多摩) 25 (三多摩)

7 (神奈川県) 24 (山梨県)

6 (群馬県) 23 (埼玉県)

5 (栃木県) 22 (千葉県)

4 (東京都) 21 (群馬県)

3 (千葉県) 20 (茨城県)

2 (埼玉県) 19 (東京都)

1 (山梨県) 18 (千葉県)



  

小学生3年女子 形

河原　そら 蝉丸　愛莉
カワハラ　ソラ セミマル　アイリ

高野　結花 大平　春花
タカノ　ユイカ オオヒラ　ハルカ

吉永　陽香 松永　つかさ
ヨシナガ　ハルカ マツナガ　ツカサ

尾張　雪乃 志水　蓮
オワリ　ユキノ シミズ　レン

川又　千明 中　みな美
カワマタ　チアキ ナカ　ミナミ

中村　愛唯 宇田川　羽叶
ナカムラ　メイ ウダガワ　ワカナ

渡辺　麻央 依田　彩加
ワタナベ　マオ ヨダ　アヤカ

山口　夕芽 廣瀬　日奏
ヤマグチ　ユメ ヒロセ　ニチナ

熊沢　希瑞 井戸沼　結花
クマザワ　ノゾミ イドヌマ　ユイカ

高山　なつほ 新木　紫乃
タカヤマ　ナツホ アラキ　シノ

晦日　彩愛 石田　那名子
ミソカ　アヤナ イシダ　ナナコ

飯塚　優璃 須田　珠蘭
イイヅカ　ユウリ スダ　ジュラ

上田　明里 市川　楓
ウエタ　アカリ イチカワ　カエデ

髙島　加瑚 刑部　美桜
タカシマ　カコ オサカベ　ミオ

吉田　有那 國分　聖樹
ヨシダ　ユウナ コクブ　セイナ

町田　愛 沓掛　碧凜
マチダ　アイ クツカケ　アイリ

(神奈川県)

15 (東京都) 31 (三多摩)

16 (茨城県) 32

(栃木県)

13

(茨城県)

29 (東京都)

14 (埼玉県) 30

(埼玉県)

11 (山梨県) 27 (千葉県)

12 (群馬県) 28

(群馬県)

9 (神奈川県) 25 (茨城県)

10 (栃木県) 26

23 (栃木県)

8 (神奈川県) 24

(千葉県)

7 (三多摩)

(埼玉県) 21 (東京都)

6 (東京都) 22 (埼玉県)

5

(東京都)

3 (千葉県) 19

4 (群馬県) 20

(千葉県)

(群馬県)

1 (栃木県) 17 (神奈川県)

2 (茨城県) 18



  

小学生4年男子 形

栗原　英斗 平井　冴空
クリハラ　エイト ヒライ　ガク

渡邉　翔琉 渡辺　奏
ワタナベ　カケル ワタナベ　カナデ

権正　秀太郎 立石　伊武希
ゴンショウ　シュウタロウ タテイシ　イブキ

長谷川　大翔 山口　愛雅
ハセガワ　ヤマト ヤマグチ　アイガ

赤石　陽哉 庄司　椋駕

アカイシ　ハルヤ ショウジ　リョウガ

伊藤　龍也 永﨑　圭翔
イトウ　リュウヤ ナガサキ　ケイト

杉山　正宗 早乙女　泰良
スギヤマ　マサムネ ソオトメ　タイラ

藤嵜　秀馬 林　亮斗
フジサキ　シュウマ ハヤシ　リョウト

信田　湊人 秋元　善光

シダ　ミナト アキモト　ヨシミ

佐藤　辰澤 小山　諒
サトウ　タツサワ コヤマ　リョウ

石川　颯人 吉澤　悠太

イシカワ　ソウト ヨシザワ　ユウタ

中嶌　和貴 土居　龍之介
ナカジマ　カズキ ドイ　リュウタロウ

岡田　翠唯 藤井　テツオ
オカダ　スイ フジイ　テツオ

蒲生　龍之介 篠崎　森
ガモウ　リュウノスケ シノザキ　シン

齋木　海輝 服部　真翔

サイキ　ミキ ハットリ　マナト

島ノ江　理斗 冨樫　壮貴
シマノエ　リト トガシ　ソウキ

小畠　結人 松本　栄人
オバタ　ユイト マツモト エイト

加藤　健太郎 須田　樹

カトウ　ケンタロウ スダ　タツキ
18 (埼玉県) 36 (群馬県)

17 (千葉県) 35 (栃木県)

16 (東京都) 34 (神奈川県)

15

(埼玉県)

33 (茨城県)

14

(三多摩)

30 (三多摩)

11 (三多摩) 29 (東京都)

(栃木県)

32 (埼玉県)

13 (群馬県) 31 (山梨県)

10 (神奈川県) 28

(山梨県)

9 27 (東京都)

12 (茨城県)

8 (千葉県) 26 (埼玉県)

7 (東京都) 25 (栃木県)

6 (神奈川県) 24 (茨城県)

5 (三多摩) 23 (群馬県)

2

(栃木県)

20 (神奈川県)

1 (茨城県) 19 (千葉県)

4 (群馬県) 22

(千葉県)

3 (山梨県) 21 (東京都)



  

小学生4年女子 形

河野　来春 小泉　梨奈
コウノ　コハル コイズミ　リナ

菅野　遥 武田　愛琉
スガノ　ハルカ タケダ　アイル

渡邉　百花 土屋　信

ワタナベ　モモカ ツチヤ　シノ

清水　麻帆 北條　伶菜希
シミズ　マホ ホウジョウ　レナキ

木村　葵音 山口　詩織
キムラ　アオネ ヤマグチ　シオリ

平山　莉央 田村　穂夏
ヒラヤマ　リオ タムラ　ホノカ

三浦　ひなた 今井　向日葵
ミウラ　ヒナタ イマイ　ヒマワリ

山﨑　莉奈 杉山　珠理
ヤマザキ　リナ スギヤマ　シュリ

國分　一花 百瀬　菜紬
コクブン　イチカ モモセ　ナツム

滝口　鈴 飯野姫　花璃
タキグチ　スズ イイノ　ヒカリ

土屋　華音 湯浅　花香
ツチヤ　カノン ユアサ　ハナカ

松尾　海里奈 元川　璃理衣　
マツオ　エリナ モトカワ　リリイ

大橋　玲杏 蛭田　花菜
オオハシ　レア ヒルタ　カナ

山田　惺愛 江口　美緒里
ヤマダセナ エグチ　ミオリ

高司　和 伊藤　ひなた
タカジ　ノドカ イトウ　ヒナタ

宮地　奏音 石井　雅子
ミヤジ　カナデ イシイ　マサコ

小久保　結理 吉田　瑛眞
コクボ　ユリ ヨシダ　エマ

正木　葵
マサキ　アオイ

35 (埼玉県)

17 (茨城県) 34 (群馬県)

16 (神奈川県) 33 (三多摩)

15 (千葉県) 32 (東京都)

14 (栃木県) 31 (千葉県)

13 (群馬県) 30 (栃木県)

12 (三多摩) 29 (東京都)

11 (東京都) 28 (神奈川県)

10 (埼玉県) 27 (茨城県)

9 (栃木県) 26 (埼玉県)

8 (神奈川県) 25 (神奈川県)

7 (茨城県) 24 (三多摩)

6

(栃木県)

23 (群馬県)

5 (千葉県) 22 (東京都)

4 (群馬県) 21

(山梨県)

1 (山梨県) 18 (三多摩)

3 (埼玉県) 20 (千葉県)

2 (東京都) 19 (茨城県)



  

小学生5年男子 形

東谷　晴之助 丸山　篤弘
トウヤ　ハルノスケ マルヤマ　アツヒロ

有本　幸正 藤澤　蒼真
アリモト　コウセイ フジサワ　ソウマ

松永　怜 小川　鼓太郎
マツナガ　レイ オガワ　コタロウ

城野　央生 田村　優弦
ジョウノ　オウセイ タムラ　ユイト

市川　悠 齋藤　笙大郎
イチカワ　ユウ サイトウ　ショウタロウ

三觜　京輝 馬場　駿乃丞
ミツハシ　アツキ ババ　シュンノスケ

藤田　悠煌 松沼　音汰
フジタ　ハルキ マツヌマ　オトタ

藤田　隼颯 田原迫　蓮
フジタ　ハヤテ タハラサコ　レン

中川斗望一 近藤　颯竜
ナカガワ　トモカズ コンドウ　ソウタ

町田　翼 山根　拓実
マチダ　ツバサ ヤマネ　タクミ

菅谷　祐太朗 鈴木　龍生
スガヤ　ユウタロウ スズキ　リュウショウ

飯塚　渉喜 辻　蒼樹
イイヅカ　ショウキ ツジ　ソウキ

佐藤　義人 鍛冶中　悠創
サトウ　ヨシト カジナカ　ユウソウ

望月　裕 大滝　暦
モチヅキ　ヒロ オオタキ　レキ

三井　翔湧 中村　悠星
ミツイ　トワ ナカムラ　ユウセイ

刑部　光士郎 廣瀬　禅
オサカベ　コウジロウ ヒロセ　ゼン

阪口　壮真 橋本　蓮生
サカグチ　ソウマ ハシモト　レンセイ

金子　陽紀 寺田　蓮
カネコ　ハルキ テラダ　レン

髙島　旺士朗
タカシマ　オウシロウ

19 (埼玉県)

18 (千葉県) 37 (東京都)

17 (神奈川県) 36 (山梨県)

16 (栃木県) 35 (千葉県)

15 (山梨県) 34 (神奈川県)

14 (東京都) 33 (埼玉県)

13 (三多摩) 32 (東京都)

12 (群馬県) 31 (栃木県)

11 (埼玉県) 30 (山梨県)

10 (茨城県) 29 (群馬県)

9 (茨城県) 28 (茨城県)

8 (神奈川県) 27 (三多摩)

7 (栃木県) 26 (群馬県)

6 (埼玉県) 25 (神奈川県)

5 (三多摩) 24 (栃木県)

4 (山梨県) 23 (東京都)

1 (東京都) 20 (三多摩)

3 (千葉県) 22 (千葉県)

2 (茨城県) 21 (群馬県)



  

小学生5年女子 形

石川　紗菜 起　杏奈
イシカワ　サナ オキ　アンナ

人見　明咲 熊沢　優希那
ヒトミ　メイサ クマザワ　ユキナ

山口　凛亜 田村  誉
ヤマグチ　リア タムラ　ホマレ

鳴澤　妃稀 小野口　羽乃
ナルサワ　ヒマレ オノグチ　ウノ

中村　茉央 東本　七美
ナカムラ　マオ トウモト　ナナミ

山﨑　千寛 榎本　姫奈
ヤマザキ　チヒロ エノモト　ヒナ

池田　紬 野呂瀬　葵
イケダ　ツムギ ノロセ　アオイ

中島　梨沙 岸　鈴華
ナカジマ　リサ キシ　リンカ

小林　凜音 渡辺　希
コバヤシ　リオ ワタナベ　ノゾム

入江　志帆 小板橋　楓雅
イリエ　シホ コイタバシ　フウガ

高野　仁杏 小林　泉珠
タカノ　ニコ コバヤシ　イズミ

大橋　蘭 鬼澤　実愛
オオハシ　ラン オニザワ　ミチカ

桑山　くらら 笠原　彩乃
クワヤマ　クララ カサハラ　サヤノ

大畠　実桜 岩本　実沙紀
オオハタ　ミオ イワモト　ミサキ

松永　あかね 新木　七海
マツナガ　アカネ アラキ　ナナ

市原　皐 矢口　望葵
イチハラ　サツキ ヤグチ　ノア

青木　いろは 風間　乙香
アオキ　イロハ カザマ　オトカ

新海　莉恵
シンガイ　リエル

35 (東京都)

17 (東京都) 34 (埼玉県)

16 (神奈川県) 33 (千葉県)

15 (千葉県) 32 (群馬県)

14 (群馬県) 31 (三多摩)

13 (三多摩) 30 (神奈川県)

12 (茨城県) 29 (茨城県)

11 (栃木県) 28 (栃木県)

10 (埼玉県) 27 (埼玉県)

9 (山梨県) 26 (三多摩)

8 (東京都) 25 (栃木県)

7 (三多摩) 24 (山梨県)

6 (神奈川県) 23 (埼玉県)

5 (千葉県) 22 (東京都)

4 (茨城県) 21 (千葉県)

3 (山梨県) 20 (茨城県)

2 (栃木県) 19 (神奈川県)

1 (群馬県) 18 (東京都)



  

小学生6年男子 形

小暮　鉄平 庄司　大駕
コグレ　テッペイ ショウジ　タイガ

小林　奏介 小川　颯大
コバヤシ　ソウスケ オガワ　ソウタ

児玉　悠輔 蒲生　真之介
コダマ　ユウスケ ガモウ　シンノスケ

池田　怜央 遠藤　柊和
イケダ　レオ エンドウ　シュウト

田中　昊基 髙橋　蒼弥
タナカ　コウキ タカハシ　ソウヤ

末次　巧和 細野　真翔
スエツグ　ヨシカズ ホソノ　マナト

福田　慶太 菊島　壮介
フクダ　ケイタ キクシマ　ソウスケ

長谷川　蒼 藤澤　義隆
ハセガワ　アオイ フジサワ　ヨシタカ

内田　ケイデン 冨樫　泰人
ウチダ　ケイデン トガシ　タイト

佐藤　駿成 髙埜　暖人
サトウ　シュンセイ タカノ　ハルト

武井　柚音 渡辺　仰
タケイ　ユト ワタナベ　コウ

永山　青空 内田　宗佑
ナガヤマ　アオゾラ ウチダ　ソウスケ

若月　暖真 宇塚　隆成
ワカツキ　ハルマ ウヅカ　リュウセイ

湧稲国　良 鈴木　朝陽
ワキイナグニ　リョウ スズキ　アサヒ

伊藤　大地 小野　光士郎
イトウ　ダイチ オノ　コウシロウ

渡部　風雅 奥山　琥太朗
ワタナベ　フウガ オクヤマ　コタロウ

辻岡　脩 青木　秀幸
ツジオカ　ナオ アオキ　ヒデユキ

川嶋　颯弥 三代田　玲音
カワシマ　ソウヤ ミヨタ　レオン

18 (群馬県) 36 (茨城県)

17 (千葉県) 35 (三多摩)

16 (埼玉県) 34 (群馬県)

15 (栃木県) 33 (千葉県)

14 (山梨県) 32 (栃木県)

13 (東京都) 31 (東京都)

12 (三多摩) 30 (埼玉県)

11 (神奈川県) 29 (山梨県)

10 (埼玉県) 28 (茨城県)

9 (東京都) 27 (神奈川県)

8 (埼玉県) 26 (茨城県)

7 (千葉県) 25 (山梨県)

6 (三多摩) 24 (三多摩)

5 (東京都) 23 (東京都)

4 (茨城県) 22 (千葉県)

3 (神奈川県) 21 (栃木県)

2 (山梨県) 20 (神奈川県)

1 (栃木県) 19 (群馬県)



  

小学生6年女子 形

中嶌　文寧 米屋　ゆきな
ナカジマ　アヤネ ヨネヤ　ユキナ

儘田　悠叶 渡辺　心
ママダ　ハルカ ワタナベ　ココロ

早乙女　結良 西塚　愛純
ソオトメ　ユラ ニシヅカ　アスミ

野田　幸希 川井田　美憂
ノダ　サツキ カワイダ　ミウ

小野　明彩 眞島　蘭
オノ　メイサ マシマ　ラン

鈴木　南帆 棚橋　あかり
スズキ　ナホ タナハシ　アカリ

宮下　陽菜 石井　絢葉
ミヤシタ　ヒナ イシイ　アヤハ　

中浦　さと 小坂　愛莉
ナカウラ　サト コサカ　アイリ

白井　ひなの 奥秋　愛菜
シライ　ヒナノ オクアキ　マナ

益池　日和 藤嵜　杏奈
マスイケ　ヒヨリ フジサキ　アンナ

内田　ゆあ 森　咲希音
ウチダ　ユア モリ　サキネ

大橋　美玲 伊藤　結衣
オオハシ　ミレイ イトウ　ユイ

涌田　遥音 蛭田　花穂
ワクタ　ハルネ ヒルタ　カホ

松本　なな 杉山　莉理
マツモト ナナ スギヤマ　リリ

髙橋　　舞 松嵜　陽
タカハシ　マイ マツザキ　アキ

蛭田　こころ 吉田　有花
ヒルタ　ココロ ヨシダ　ユウカ

佐巴勢　七海 口分田　美生
サハセ　ナナミ クニブタ　ミウ

栗原　千和 石川　瑠菜
クリハラチヨリ イシカワ　ルナ

(茨城県)

17 (神奈川県) 35 (三多摩)

14 (栃木県) 32

18 (茨城県) 36

16 (埼玉県) 34

(東京都)15

(東京都)

33 (埼玉県)

(千葉県)

9

(神奈川県)

13 (三多摩) 31

12 (群馬県) 30

(栃木県)

(群馬県)

27 (山梨県)

(神奈川県)

24 (群馬県)

(山梨県)

(千葉県)

11 (茨城県) 29 (東京都)

10 (埼玉県) 28

5 (山梨県) 23 (東京都)

8 (三多摩) 26

7 (群馬県) 25 (神奈川県)

6

4 (千葉県) 22 (栃木県)

3 (栃木県) 21 (千葉県)

2 (埼玉県) 20 (三多摩)

1 (茨城県) 19 (東京都)



  

中学生1年男子 形

井川　友翔 柴田　壮翼
イガワ　ユウト シバタ　ソウスケ

佐伯　春道 城野　隆生
サエキ　ハルミチ ジョウノ　リュウセイ

小方　彪太郎 丸谷　晃聖
オガタ　ゴウタロウ マルヤ　コウセイ

五味　未来斗 小山　慧大
ゴミ　ミクト コヤマ　キョウタ

田村　潤成 赤尾　悠心
タムラ　ジュンセイ アカオ　ユウシン

野田部　春樹 池田　太陽
ノタベ　ハルキ イケダ　タイヨウ

正木　陽翔 三觜　琉亜
マサキ　ハルト ミツハシ　リュウア

山田　滉人 大橋　慈英
ヤマダ　ヒロト オオハシ　ジエイ

原田　誠士朗 池内　究
ハラダ　セイシロウ イケウチ　キワム

小山　晄生 河向　成海
コヤマ　コウキ カワムカイ　ナルミ

中川　陽葵 栗原　秀斗
ナカガワ　ハルキ クリハラ　シュウト

寺島　春 吉野　叶夢
テラジマ　ハル ヨシノ　トム

濱口　晃行 熊沢　和希
ハマグチ　アキミチ クマザワ　カズキ

森山　慧音 平島　煌太
モリヤマ　ケイト ヒラシマ　コウタ

田原迫　陸斗 永倉　辰規
タハラサコ　リクト ナガクラ　タツキ

濱田　想士郎 堀口　奏人
ハマダ　ソウシロウ ホリグチ　カナト

濱田　慶治郎 後藤　拓也
ハマダ　ケイジロウ ゴトウ　タクヤ

作佐部　立 八島　泉珠
サクサベ　リツ ヤシマ　イズミ

18 (東京都) 36 (埼玉県)

17 (山梨県) 35 (三多摩)

16 (神奈川県) 34 (群馬県)

15 (三多摩) 33 (栃木県)

14 (千葉県) 32

(神奈川県)13 (東京都) 31

(東京都)

12 (群馬県) 30 (千葉県)

11 (茨城県) 29 (茨城県)

10 (栃木県) 28 (東京都)

9 (山梨県) 27 (東京都)

8 (群馬県) 26 (栃木県)

7 (埼玉県) 25 (埼玉県)

6 (神奈川県) 24 (千葉県)

5 (栃木県) 23 (神奈川県)

4 (山梨県) 22 (群馬県)

3 (千葉県) 21 (三多摩)

2 (三多摩) 20 (山梨県)

1 (茨城県) 19 (埼玉県)



  

中学生1年女子 形

小林　希珠 横濱　詩乃
コバヤシ　ノゾミ ヨコハマ　シノ

西川　光蕗 加藤　英里依
ニシカワ　ミブキ カトウ　エリイ

中島　西椛 福島　乙葉
ナカジマ　ニカ フクシマ　オトハ

寺田　百合菜 佐藤　美波
テラダ　ユリナ サトウ　ミナミ

塩見　礼葉 山中　亜美
シオミ　レイハ ヤマナカ　アミ

大澤　里菜 赤坂　めい
オオサワ　リナ アカサカ　メイ

舟越　優 佐藤　唯妃
フナコシ　ユウ サトウ　ユイ

藤原　香凛 地曳　結衣
フジワラカ　リン ジビキ　ユイ

別井　遥海 田中　瑠華
ベツイ　ハルミ タナカ　ルカ

白木　春百 金子　ありあ
シラキ　スモモ カネコ　アリア

萩野谷　葵 小川　詩乃
ハギノヤ　アオイ オガワ　シノ

松永　かなめ 野田部　咲樹
マツナガ　カナメ ノタベ　サキ

築地　凜 志賀　苺果
ツキジ　リン シガ　イチカ

米山　愛花 堀内　優愛
ヨネヤマ　アイカ ホリウチ　ユア

大畠　由菜 青木　ひなた
オオハタ　ユナ アオキ　ヒナタ

倉井　花衣來 白須　理央奈
クライ　カエラ シラス　リオナ

田村　響 中浦　みのり
タムラ　ヒビキ ナカウラ　ミノリ

戸田　実玖 高橋　星空
トダ　ミク タカハシ　セラ

18 (埼玉県) 36

(茨城県)17

(埼玉県)

35 (三多摩)

16 (栃木県) 34 (山梨県)

15 (群馬県) 33 (東京都)

14 (山梨県) 32 (千葉県)

13 (三多摩) 31 (群馬県)

(神奈川県)

12 (千葉県) 30 (神奈川県)

11 (茨城県) 29 (栃木県)

10 (埼玉県) 28 (東京都)

9 (三多摩) 27

8 (茨城県) 26 (三多摩)

7 (群馬県) 25 (神奈川県)

6 (山梨県) 24 (東京都)

5 (神奈川県) 23 (茨城県)

2 (千葉県) 20

(千葉県)

1 (栃木県) 19 (栃木県)

4 (東京都) 22 (東京都)

3 (埼玉県) 21 (群馬県)



  

中学生2年男子 形

木内　子蓮 櫻井　理久
キウチ　シレン サクライ　リク

壹岐　大雅 渡辺　蒼空
イキ　タイガ ワタナベ　ソラ

大森　碧葉 関根　尚柊
オオモリ　アオバ セキネ　ナオト

石川　遥翔 保坂　舟馬
イシカワ　ハルト　 ホサカ　シュウマ

相良　壮多郎 松尾　明日葡
サガラ　ソウタロウ マツオ　アスホ

佐竹　悠 木村　圭伸
サタケ　ハルキ キムラ　ケイシン

菊地　琉斗 佐々木　陽翔
キクチ　リュウト ササキ　ハルト

深見　悟史 神宮　響生
フカミ　サトシ ジングウ　ヒビキ

松並　冬馬 遠藤　暖和
マツナミ　トウマ エンドウ　ハルト

白井　晴多 土屋　慶人
シライ　ハルタ ツチヤ　ケイト

岩浪　和希 川眞田　紘太郎
イワナミ　カズキ カワマタ　コウタロウ

阿久津　友良 新家　颯介
アクツ　トモヨシ シンヤ　ソウスケ

水谷　元 塚本　開飛
ミズタニ　ハジメ ツカモト　カイト

秋本　悠真 秋山　優輝
アキモト　ユウマ アキヤマ　ユウキ

小谷　晴臣 飯島　颯
コタニ　ハルオミ イイジマ　ソウ

タンポス　悠人 樋口　良助
タンポス　ユウジン ヒグチ　リョウスケ

大木　涼太郎 山根　遥希
オオキ　リョウタロウ ヤマネ　ハルキ

松居　直輝
マツイ　ナオキ

35 (茨城県)

17 (三多摩) 34 (群馬県)

16 (神奈川県) 33 (山梨県)

15

(三多摩)

32 (埼玉県)

14 (埼玉県) 31 (千葉県)

13 (東京都) 30 (神奈川県)

12 (栃木県) 29 (三多摩)

11 (千葉県) 28 (東京都)

8

(東京都)

25 (群馬県)

7 (埼玉県) 24 (三多摩)

10 (山梨県) 27 (栃木県)

9 (茨城県) 26 (千葉県)

6 (神奈川県) 23 (東京都)

5 (千葉県) 22 (神奈川県)

4 (群馬県) 21 (山梨県)

3 (山梨県) 20 (栃木県)

2 (茨城県) 19 (茨城県)

1 (東京都) 18 (埼玉県)



  

中学生2年女子 形

中村　紗愛 村山奈々美
ナカムラ　サエ ムラヤマ　ナナミ

紺野　玲七 清水　瑠華
コンノ　レナ シミズ　ルカ

村山　葵 原篠　苺花
ムラヤマ　アオイ ハラシノ　イチカ

加賀谷　汐音 窪田　彩花
カガヤ　シオン クボタ　アヤカ

早乙女　紗良 花澤　怜依
ソオトメ　サラ ハナザワ　レイ

平野　栞穂 奥野　紗楽
ヒラノ　カホ オクノ　サラ

小野　悠華 藤田　颯希
オノ　ハルカ フジタ　サキ　

屋代　うた 横山　歩華
ヤシロ　ウタ ヨコヤマ　アユカ

稲村　乃愛 志村　真澄
イナムラ　ノア シムラ　マスミ

小野　友凜 角田　優香
オノ　ユウリ カクタ　ユウカ

得丸　歩生 小方　碧子
トクマル　アユミ オガタ　アオコ

白瀧　舞 宇塚　美結
シラタキ　マイ ウヅカ　ミユウ

藤田　帆乃夏 大森　愛美
フジタ　ホノカ オオモリ　マナミ

井澤　悠 木村　瑚白
イザワ　ハルカ キムラ　コハク

栗原　三佳 青木　さくら
クリハラ　ミカ アオキ　サクラ

新海　美輝
シンガイ　ミカル

31 (東京都)

15 (茨城県) 30 (神奈川県)

(群馬県)

13 (神奈川県) 28 (栃木県)

14 (東京都) 29

(東京都)

11 (埼玉県) 26 (千葉県)

12 (栃木県) 27

(山梨県)

10 (山梨県) 25

9 (千葉県) 24

(埼玉県)

(栃木県)

8

(三多摩)

23

7 (茨城県) 22

(三多摩) (東京都)

(神奈川県)

5 (栃木県) 20

6 (千葉県) 21

(埼玉県)

4 (埼玉県)

(千葉県)

3 (群馬県) 18

19 (山梨県)

(茨城県)

2 (神奈川県) 17

1 (東京都) 16



  

中学生3年男子 形

林　環希 龍見　侑曉
ハヤシ　タマキ タツミ　ウキョウ

藤本　慈生 小澤　成叶
フジモト　ジオ オザワ　セナン

中川　漣 島ノ江　亜琉
ナカガワ　レン シマノエ　アイル

濱田　龍太郎 江部　太樹
ハマダ　リュウタロウ エベ　タイキ

加藤　英翔 今泉　源翠
カトウ　ヒデト イマイズミ　ゲンスイ

栁沼　昊太 山田　怜臣
ヤギヌマ　コウタ ヤマダ　レオ

杉野　大河 大鹿　智之
スギノ　タイガ オオシカ　トモユキ

関屋　諒音 出沼　広翔
セキヤ　リョウト イデヌマ　ヒロト

小野口　葵 山本　勘太
オノグチ　アオイ ヤマモト　カンタ

横濱　匠太郎 永山　大地
ヨコハマ ショウタロウ ナガヤマ　ダイチ

沓掛　凜叶 河野　元旗
クツカケ　リント コウノ　ゲンキ

島田　真汰 鈴木　朝陽
シマダ　マナタ スズキ　アサヒ

池田　陽輝 安田　青生
イケダ　ハルキ ヤスダ　アオイ

石井　誉 藤村　康平
イシイ　ホマレ フジムラ　コウヘイ

佐藤　翔太 間瀬　琥珀
サトウ　ショウタ マセ　コハク

中野　健 荒木田　航
ナカノ　ケン アラキダ　ワタル

渡辺　幹太 若色　慶悟
ワタナベ　カンタ ワカイロ　ケイゴ

17 (山梨県) 34 (栃木県)

16 (東京都) 33 (茨城県)

15 (埼玉県) 32 (千葉県)

14 (茨城県) 31 (埼玉県)

13 (千葉県) 30 (神奈川県)

12 (東京都) 29 (東京都)

11 (神奈川県) 28 (山梨県)

10 (栃木県) 27 (三多摩)

9 (千葉県) 26 (埼玉県)

8 (埼玉県) 25 (茨城県)

7 (三多摩) 24 (三多摩)

6 (東京都) 23 (栃木県)

5 (神奈川県) 22 (山梨県)

4 (山梨県) 21 (神奈川県)

1 (栃木県) 18 (群馬県)

3 (茨城県) 20 (東京都)

2 (千葉県) 19 (三多摩)



  

中学生3年女子 形

川﨑　実侑 花房　穂波
カワサキ　ミウ ハナフサ　ホナミ

大場　紗季 髙橋　萌心
オオバ　サキ タカハシ　モナミ

坂本　采花 鈴木　くるみ
サカモト　アヤカ スズキ　クルミ

油原　莉桜 近藤　芽愛
ユハラ　リオ コンドウ　メイ

生沼　悠菜 横坂　こころ
オイヌマ　ハルナ ヨコサカ　ココロ

境野　佑美 荒川　真稟
サカイノ　ユミ アラカワ　マリン

小久保　芙咲 栁岡　音愛
コクボ　ハズキ ヤナオカ　オトア

望月　優 大塚　菜々珂
モチヅキ　ユウ オオツカ　ナナカ

小野　絢夢 小泉　杏奈
オノ　アヤメ コイズミ　アンナ

出水　雅珠 松山　茉紘
イズミ　ミヤビ マツヤマ　マヒロ

齋藤　礼奈 根津　夏妃
サイトウ　アヤナ ネヅ　ナツキ

冨樫　美莉愛 仲丸　弥穂
トガシ　ミリア ナカマル　ミホ

丸塚　ひなた 小林　久乃
マルツカ　ヒナタ コバヤシ　ヒサノ

永井　星空 田中　優風
ナガイ　キララ タナカ　ユウ

羽生　りさ
ハニュウ　リサ

15 (茨城県)

14 (栃木県) 29 (東京都)

13 28 (神奈川県)(千葉県)

26 (群馬県)

12 (神奈川県) 27 (茨城県)

11 (群馬県)

(埼玉県)

9 (山梨県) 24 (三多摩)

10 (埼玉県) 25

(栃木県)

8 (東京都)

7 (茨城県) 22

23 (千葉県)

(東京都)

5 (神奈川県) 20 (神奈川県)

6 (埼玉県) 21

(茨城県)

3 (千葉県) 18 (東京都)

4 (栃木県) 19

(埼玉県)

1 (東京都) 16 (千葉県)

2 (三多摩) 17



  

高校生男子 形

篠原　駿太朗 植村　匠
シノハラ　シュンタロウ ウエムラ　タクミ

仲丸　泰照 市澤　晟名
ナカマル　ヒロアキ イチザワ　セナ

西塚　悠真 野島　創
ニシヅカ　ユウマ ノジマ　ハジメ

堀　颯斗 大滝　駿
ホリ　ハヤト オオタキ　シュン

佐藤　智哉 田渕　駿晟
サトウ　トモヤ タブチ　シュンセイ

相澤　郁翔 鈴木　結人
アイザワ　イクト スズキ　ユイト

佐竹　隼 山田　聖人
サタケ　ハヤト ヤマダ　マサト

河内　賢斗 新木　瑛斗
カワチ　ケント アラキ　エイト

尾張　隆晟 倉澤　太一
オワリ　リュウセイ クラサワ　タイチ

志村　大和 浅子　颯優
シムラ　ヤマト アサコ　リュウ

野田部　遼一郎 末次　弘和
ノタベ　リョウイチロウ スエツグ　ヒロカズ

金森　優弥 吉野　城士
カナモリ　ユウヤ ヨシノ　ジョウジ

増田　光途 篠原　慶太朗
マスダ　テルミチ シノハラ　ケイタロウ

塚田　一輝 栗城　虹翼
ツカダ　カズキ クリキ　ナナト

松本　楓翔 渋谷　晴翔
マツモト　フウガ シブヤ　ハルト

森山　結斗 清埜　嵩大
モリヤマ　ユウト セイノ　シュンタ

小見　大地
オミ　ダイチ

17 (東京都)

16 (千葉県) 33 (東京都)

15 (栃木県) 32 (埼玉県)

(神奈川県)

13 (東京都) 30 (栃木県)

14 (埼玉県) 31

(千葉県)

11 (神奈川県) 28 (三多摩)

12 (群馬県) 29

(茨城県)

9 (群馬県) 26 (山梨県)

10 (山梨県) 27

(群馬県)

7 (神奈川県) 24 (神奈川県)

8 (東京都) 25

(栃木県)

5 (埼玉県) 22 (東京都)

6 (山梨県) 23

(埼玉県)

3 (千葉県) 20 (山梨県)

4 (三多摩) 21

(三多摩)

1 (栃木県) 18 (千葉県)

2 (茨城県) 19



  

高校生女子 形

白木　温葉 石田　風吹
シラキ　イロハ イシダ　フブキ

池田　摩帆 平野　朱梨
イケダ　マホ ヒラノ　アカリ

池田　奈菜海 堀　暖
イケダ　ナナミ ホリ　ノン

稲村　琴詠 伊藤　優来
イナムラ　コトミ イトウ　ユウラ

和智　葵 油原　美夢
ワチ　アオイ ユハラ　ミユ

佐々木　瑠美 平島　夏帆
ササキ　ルミ ヒラシマ　カホ

堀田　環菜 永﨑　美羽
ホッタ　カンナ ナガサキ　ミウ

横瀬　麻央 古屋　璃奈
ヨコセ　マオ フルヤ　リナ

中込　望 伊藤　杏珠
ナカゴミ　ノゾミ イトウ　アンジュ

中台　有香 市川　七愛
ナカダイ　ユカ イチカワ　ナナミ

倉品　こころ 藤田　凛
クラシナ　ココロ フジタ　リン

吉田　美槻 関澤　愛莉
ヨシダ　ミキ セキザワ　アイリ

武井　美月 大森　一葉
タケイ　ミツキ オオモリ　カズハ

春口　明日香 木村　碧
ハルグチ　アスカ キムラ　ミドリ

笠木　栞歩 渡部　愛蘭
カサギ　シホ ワタナベ　アイラ

吉成　京樺 六本木　春花
ヨシナリ　キョウカ ロッポンギ　ハルカ

(山梨県)

11

(栃木県)

15 (埼玉県) 31 (埼玉県)

16 (栃木県) 32

25 (東京都)

28

(群馬県)

13 29 (山梨県)

14 (千葉県) 30

26

(神奈川県) 27 (茨城県)

(神奈川県)

7 (東京都) 23 (茨城県)

8 (千葉県) 24

(三多摩)

5 (山梨県) 21

3 (神奈川県) 19

(千葉県)

6 (茨城県) 22

20

(栃木県)

(埼玉県)

4 (栃木県)

(東京都)

17 (群馬県)

2 (群馬県) 18 (神奈川県)

(群馬県)

1 (埼玉県)

12 (茨城県)

10 (東京都)

9 (山梨県)



  

一般女子 形

鈴木　美咲 篠原　ひなの
スズキ　ミサキ シノハラ　ヒナノ

三須　晴香 海野　遥
ミス　ハルカ ウミノ　ハルカ

泉　優里花 岩田　彩菜
イズミ　ユリカ イワタ　アヤナ

関口　美優 渡井　愛海
セキグチ　ミユ ワタイ　マナミ

小林　珠季 柳田　紗希
コバヤシ　タマキ ヤナギタ　サキ

朝岡　奈々 小笠原　彩映
アサオカ　ナナ オガサワラ　サエ

須田　実侑 緒方　スミレ
スダ　ミウ オガタ　スミレ

千明　結衣 知久　瑠璃子
チギラ　ユイ チク　ルリコ

津野　楓 大橋　優
ツノ　カエデ オオハシ　ユウ

河内　美樹 小川　弥生
カワウチ　ミキ オガワ　ヤヨイ

野島　蓮 矢澤　穂佳
ノジマ　レン ヤザワ　ホノカ

志村　珠紀 佐野　凜音
シムラ　タマキ サノ　リオン

星　ひかる 持田　葵
ホシ　ヒカル モチダ　アオイ

花岡　瑠菜 龍　愛弓
ハナオカ　ルナ リュウ　アイミ

箕輪　真央 佐藤　花音
ミノワ　マオ サトウ　カノン

(埼玉県)

14 (千葉県) 29 (千葉県)

15 (栃木県) 30

(神奈川県)

12 (山梨県) 27 (三多摩)

13 (東京都) 28

(群馬県)

10 (三多摩) 25 (東京都)

11 (山梨県) 26

(栃木県)

8 (群馬県) 23 (埼玉県)

9 (神奈川県) 24

(東京都)

6 (埼玉県) 21 (三多摩)

7 (栃木県) 22

(千葉県)

4 (群馬県) 19 (神奈川県)

5 (三多摩) 20

(埼玉県)

2 (千葉県) 17 (東京都)

3 (神奈川県) 18

(栃木県)1 (東京都) 16



  

一般男子 形

松尾　明日香 金井　恒司
マツオ　アスカ カナイ　コウジ

水谷　綾真 渡邊　拓也
ミズタニ　リョウマ ワタナベ　タクヤ

中田　匠 加藤　凌翔
ナカタ　タクミ カトウ　リョウト

酒井　遥風 志村　緒李人
サカイ　ハルカ シムラ　オリト

福原　秀樹 川口　真吾
フクハラ　ヒデキ カワグチ　シンゴ

鈴木　陽太 瀬古　龍生
スズキ　サンタ セコ　リュウキ

行方　晃弘 横山　豪
ナメカタ　アキヒロ ヨコヤマ　ゴウ

亀井　高 吉田　裕太
カメイ　タカシ ヨシダ　ユウタ

久根　潤一 岩渕　凌
クネ　ジュンイチ イワブチ　リョウ

塚田　真二 尾見　奨研
ツカダ　シンジ オミショウ　ケン

原　柊介 小林　伸夫
ハラ　シュウスケ コバヤシ　ノブオ

辻本　尚兵 富田　涉晟
ツジモト　ショウヘイ トミタ　ショウセイ

アミール・偉 矢澤　拓真
アミール・イサム ヤザワ　タクマ

村上　諒 古屋　瑠希
ムラカミ　リョウ フルヤ　リュウキ

増田　直途 渡井　雄翔
マスダ　ナオミチ ワタイ　ユウト

飯塚　惇平 安達  修平
イイヅカ　ジュンペイ アダチ　シュウヘイ

高橋　飛羽 早津　陸
タカハシ　トワ ハヤツ　リク

橋本　悠河
ハシモト　ユウガ

35 (茨城県)

17 (千葉県) 34 (埼玉県)

16 (群馬県) 33 (栃木県)

15 (東京都) 32 (神奈川県)

14 (三多摩) 31 (山梨県)

13 (東京都) 30 (群馬県)

12 (千葉県) 29 (三多摩)

11 (神奈川県) 28 (東京都)

10 (茨城県) 27 (茨城県)

9

(群馬県)

26 (茨城県)

6 (栃木県) 23 (栃木県)

5

(山梨県)

22 (埼玉県)

8 (東京都) 25 (千葉県)

7 (群馬県) 24 (三多摩)

4 (三多摩) 21 (山梨県)

3 (埼玉県) 20 (神奈川県)

2 (千葉県) 19 (東京都)

1 (神奈川県) 18 (埼玉県)



  

小学生2年男子　組手

石井　文 高橋　聖也　
イシイ　フミ タカハシ　セイヤ

小池　倫路 清水　悠雅
コイケ　リンジ シミズ　ユウマ

久永　碧人 糀谷　和真
ヒサナガ　アオト コウジタニ　カズマ

柴山　諒輔 水沼　雄
シバヤマ　リョウスケ ミズヌマ　タケル

渡辺　旺介 田村　篤輝
ワタナベ　オウスケ タムラ　アツキ

渡邉　翔馬 宮尾　昴志
ワタナベ　トウマ ミヤオ　コウシ

石橋　侑久 米屋　大喜
イシバシ　ユキヒサ ヨネヤ　ダイキ

田家　佳樹　 廣瀬　環
タンゲ　ヨシキ ヒロセ　カン

宮﨑　忠侍 臼井　牙琥
ミヤザキ　チュウジ ウスイ　ガク

海老澤　瑞希 根本　幹太
エビサワ　ミズキ ネモト　カンタ　

佐藤　恵生 石塚　諒太
サトウ　メグム イシツカ　リョウタ

倉田　将輝 藤川　諒太郎
クラタ　マサキ フジカワ　リョウタロウ

廣瀬　慶人 福崎　伊織
ヒロセ　ケイト フクザキ　イオリ

谷野　楷 川原　和也
タニノ　カイ カワハラ　カズヤ

高根沢　空大 臼井　祐太
タカネザワ　ソラタ ウスイ　ユウタ

(群馬県)

14 (東京都) 29 (埼玉県)

15 (栃木県) 30

(茨城県)

12 (三多摩) 27 (東京都)

13 (山梨県) 28

(栃木県)

10 (埼玉県) 25 (神奈川県)

11 (千葉県) 26

(千葉県)

8

(東京都)

23 (千葉県)

9 (神奈川県) 24

(茨城県)

21 (三多摩)

7 (茨城県) 22

6 (栃木県)

(群馬県)

4 (神奈川県) 19 (栃木県)

5 (群馬県) 20

(東京都)

2 (東京都) 17 (埼玉県)

3 (埼玉県) 18

(茨城県)1 (千葉県) 16



  

小学生2年女子　組手

和泉　沙季 小久保　釉月
イズミ　サキ コクボ　ユズキ

中村　理彩 小幡　咲絢
ナカムラ　リサ オバタ　サアヤ

牧　笑花 重徳　小夏
マキ　エミカ シゲトク　コナツ

中原　弥恵 牟田　楓
ナカハラ　ヤエ ムタ　カエデ

小谷　菫 武田　栞穂
コタニ　スミレ タケダ　シホ

小坂　実穂 望月　愛蘭
コサカ　ミホ モチヅキ　アイラ

武田　桃佳　 登坂　琴美
タケダ　モモカ トサカ　コトミ

平山　侑杏 尾崎　美咲
ヒラヤマ　ユア オザキ　ミサキ

高橋　安寿 神木　咲七
タカハシ　アンジュ カミキ　サナ

戸松　咲桜 須田　空音
トマツ　サクラ スダ　ソラネ

木村　百花 千葉　蛍
キムラ　モモカ チバ　ホタル

ｳﾄﾞｩﾊﾟ　ｼｬｰﾋﾞｬ 細野　采実
ウドゥパ　シャービャ ホソノ　コトミ

正木　楓 岡村　千聡
マサキ　カエデ オカムラ　チサト

宮本　麗央　 益池　風花
ミヤモト　レオ マスイケ　フウカ

吉田　桃 石毛　杏奈
ヨシダ　モモ イシゲ　アンナ

直江　真愛 中川　苺花
ナオエ　マナ ナカガワ　イチカ

生稲　環
イクイネ　タマキ

17 (東京都)

16 (三多摩) 33 (茨城県)

15 (神奈川県) 32 (千葉県)

(埼玉県)

13

(山梨県)

30 (東京都)

14 (茨城県) 31

(栃木県)

12 (栃木県) 29

11 (群馬県) 28

(埼玉県)

25

(群馬県)

9 (神奈川県) 26 (神奈川県)

10 (千葉県) 27

(三多摩)

(埼玉県)

7 (茨城県) 24 (群馬県)

8

(東京都)

5 (東京都) 22 (栃木県)

6 (千葉県) 23

20 (神奈川県)

4 (千葉県)21(埼玉県)

3 (群馬県)

(東京都)

1 (栃木県) 18 (茨城県)

2 (三多摩) 19



  

小学生3年男子 組手

阪口　理久 高山　士惟馬
サカグチ　リク タカヤマ　ジイマ

竹内　惇 田村　成
タケウチ　ジュン タムラ　セイ

水谷　春太郎 杉田　航之介
ミズタニ　ハルタロウ スギタ　コウノスケ

小山　泰史 原岡　紘叶
コヤマ　タイシ ハラオカ　ヒロト

佐藤　成真 河原　徹昇
サトウ　ナリマサ カワハラ　テッショウ

鳴澤　稀友 星野　杜和
ナルサワ　キユウ ホシノ　トワ

間瀬　太陽 向井　倫太朗
マセ　ダイヤ ムカイ　リンタロウ

和智　龍星 益子　颯臥
ワチ　リュウセイ マシコ　リョウガ

金澤　栄治 奈良　彩翔
カナザワ　エイジ ナラ　アヤト

冨樫　壮矢 渡邊　悠人
トガシ　ソウヤ ワタナベ　ハルト

石井　龍成 福原　新大
イシイ　リュウセイ フクハラ　アラタ

村上　寛丞 眞弓　龍大
ムラカミ　カンスケ マユミ　リュウタ

石田　一磨 福田　和輝
イシダ　カズマ フクダ　カズキ

柳瀬　瑛一 髙橋　晃太
ヤナセ　エイイチ タカハシ　コウタ

棚橋　侑大 山口　弘太郎
タナハシ　ユウダイ ヤマグチ　コウタロウ

津久井　紺太 伊原　怜志
ツクイ　カンタ イハラ　レイジ

宮下　健慎 山元　恭壽
ミヤシタ　ケンシン ヤマモト　ヨシヒサ

渡辺　一翔
ワタナベ　カズト

35 (三多摩)

17 (茨城県) 34 (東京都)

16 (栃木県) 33 (神奈川県)

15 (群馬県) 32 (栃木県)

14 (埼玉県) 31 (埼玉県)

13 (千葉県) 30 (千葉県)

12 (山梨県) 29 (茨城県)

11 (東京都) 28 (群馬県)

10 (神奈川県) 27 (東京都)

9 (埼玉県) 26 (茨城県)

8 (山梨県) 25 (栃木県)

7 (千葉県) 24 (三多摩)

6 (茨城県) 23 (群馬県)

5 (群馬県) 22 (神奈川県)

4 (栃木県) 21 (東京都)

3 (東京都) 20 (埼玉県)

2 (三多摩) 19 (千葉県)

1 (神奈川県) 18 (山梨県)



  

小学生3年女子 組手

新木　紫乃 晦日　彩愛
アラキ　シノ ミソカ　アヤナ

沓掛　碧凜 熊沢　希瑞
クツカケ　アイリ クマザワ　ノゾミ

廣瀬　日奏 市川　楓
ヒロセ　ニチナ イチカワ　カエデ

刑部　美桜 石田　那名子
オサカベ　ミオ イシダ　ナナコ

田崎　陽向 町田　　愛
タザキ　ヒナタ マチダ　アイ

國分　聖樹 須田　珠蘭
コクブ　セイナ スダ　ジュラ

高田　夏生 尾張　雪乃
タカダ　ナツナ オワリ　ユキノ

飯塚　優璃 高山　なつほ
イイヅカ　ユウリ タカヤマ　ナツホ

茅野　巴瑠 大平　春花
カヤノ　ハル オオヒラ　ハルカ

渡辺　麻央 松永　つかさ
ワタナベ　マオ マツナガ　ツカサ

上田　明里 中村　愛唯
ウエタ　アカリ ナカムラ　メイ

松井　汐莉 髙島　加瑚
マツイ　シオリ タカシマ　カコ

井戸沼　結花 蝉丸　愛莉
イドヌマ　ユイカ セミマル　アイリ

山口　夕芽 高野　結花
ヤマグチ　ユメ タカノ　ユイカ

河原　そら 依田　彩加
カワハラ　ソラ ヨダ　アヤカ

(栃木県)

14 (神奈川県) 29 (茨城県)

15 (栃木県) 30

(神奈川県)

12 (東京都) 27

28

(三多摩)

13 (茨城県)

(東京都)

10 (三多摩) 25 (千葉県)

11 (千葉県) 26

23 (栃木県)

9 (埼玉県) 24

(群馬県)

6

(埼玉県)

21 (埼玉県)

7 (埼玉県) 22

(群馬県)

8 (群馬県)

(茨城県)

4

(東京都)

19 (千葉県)

5 (千葉県) 20

(栃木県)

17 (神奈川県)

3 (茨城県) 18

2 (神奈川県)

(山梨県)1 (群馬県) 16



  

小学生4年男子 組手

立石　伊武希 篠崎　森

タテイシ　イブキ シノザキ　シン

渡邉　翔琉 須田　樹
ワタナベ　カケル スダ　タツキ

小畠　結人 伊藤　龍也
オバタ　ユイト イトウ　リュウヤ

髙田　柊 小林　亮翔
タカダ　シュウ コバヤシ　リョウト

小林　徠亜 中村　颯之仁
コバヤシ　ライア ナカムラ　ソウノシン

栗原　英斗 中嶌　和貴
クリハラ　エイト ナカジマ　カズキ

石川　颯人 小山　諒
イシカワ　ソウト コヤマ　リョウ

藤井　テツオ 齋木　海輝
フジイ　テツオ サイキ　ミキ

木村　優斗 山口　愛雅

キムラ　ユウト ヤマグチ　アイガ

加藤　健太郎 権正　秀太郎

カトウ　ケンタロウ ゴンショウ　シュウタロウ

信濃　龍志 蒲生　龍之介
シナノ　リュウシ ガモウ　リュウノスケ

中越　丈冬志 秋元　善光
ナカゴシ　タケトシ アキモト　ヨシミ

江波戸　素良 佐藤　辰澤
エバト ソラ サトウ　タツサワ

冨樫　壮貴 岡田　翠唯
トガシ　ソウキ オカダ　スイ

小幡　聡祐 岩村　匠馬
オバタ　ソウスケ イワムラ　ショウマ

土居　龍之介 佐藤　嶺央
ドイ　リュウタロウ サトウ　ネオ

早乙女　泰良 近藤　駈琉
ソオトメ　タイラ コンドウ　カケル

河野　大輔 川原　竜也

カワノ　ダイスケ カワハラ　リュウヤ

15

(栃木県)

33

(千葉県)16

(群馬県)

34

17

18

35

36

(三多摩)(東京都)

(三多摩)

(埼玉県)

(埼玉県)

(埼玉県)

(茨城県)

(茨城県)

29

(東京都)

(神奈川県)

30

(栃木県)

31

(群馬県)14

13

32

(神奈川県)

9

(東京都)

27

(山梨県)10

(千葉県)

28

(山梨県)

11

12

(埼玉県)

7 (三多摩) 25

(三多摩)8 (山梨県) 26

(千葉県)

5 (群馬県) 23

(茨城県)6 (茨城県) 24

(東京都)

3 (千葉県) 21

(栃木県)4 (神奈川県) 22

(神奈川県)

1 (東京都) 19

(群馬県)2 (栃木県) 20



  

小学生4年女子 組手

國分　一花 河野　来春
コクブン　イチカ コウノ　コハル

大橋　玲杏 高司　和
オオハシ　レア タカジ　ノドカ

臼井　絆琉 秋谷　李杏
ウスイ　ハル アキヤ　リキョウ

湯浅　花香 飯野姫　花璃
ユアサ　ハナカ イイノ　ヒカリ

立石　ニ瑚 田村　穂夏
タテイシ　ニコ タムラ　ホノカ

今井　向日葵 宮地　奏音
イマイ　ヒマワリ ミヤジ　カナデ

門井　紗雪 若色　柑奈
カドイ　サユキ ワカイロ　カンナ

渡邉　百花 滝口　鈴
ワタナベ　モモカ タキグチ　スズ

土屋　華音 森合　莉子
ツチヤ　カノン モリアイ　リコ

菅家　かなめ 正木　葵
カンケ　カナメ マサキ　アオイ

土屋　信 元川　璃理衣　
ツチヤ　シノ モトカワ　リリイ

口岩　楓 江口　美緒里
クチイワ　カエデ エグチ　ミオリ

梅澤　百花 平山　莉央
ウメザワ　モモカ ヒラヤマ　リオ

武田　愛琉 杉山　珠理
ﾀｹﾀﾞ　ｱｲﾙ スギヤマ　シュリ

泰永　愛菜 北條　伶菜希
ヤスナガ　アンナ ホウジョウ　レナキ

小森　蘭 石井　雅子
コモリ　ラン イシイ　マサコ

今村　有紀子 染野　朱音
イマムラ　ユキコ ソメノ　アカネ

臼井　結芽菜
ウスイ　ユメナ

35 (群馬県)

17 (東京都) 34 (茨城県)

16 (埼玉県) 33 (三多摩)

15 (群馬県) 32 (栃木県)

14 (茨城県) 31 (神奈川県)

13 (神奈川県) 30 (山梨県)

12 (三多摩) 29 (千葉県)

11 (千葉県) 28 (東京都)

10 (栃木県) 27 (埼玉県)

9 (東京都) 26 (三多摩)

8 (埼玉県) 25 (埼玉県)

7 (茨城県) 24 (栃木県)

6 (三多摩) 23 (神奈川県)

5 (東京都) 22 (群馬県)

4 (神奈川県) 21 (茨城県)

3 (千葉県) 20 (東京都)

2 (群馬県) 19 (千葉県)

1 (栃木県) 18 (山梨県)



  

小学生5年男子 組手

小塊　康晴 長島　圭
コグレ　コウセイ ナガシマ　ケイ

中村　悠星 小澤　蒼誠
ナカムラ　ユウセイ オザワ　ソウマ

廣瀬　楓真 市川　悠
ヒロセ　フウマ イチカワ　ユウ

久永　陸人 黒川　東誠
ヒサナガ　リクト クロカワ　トウマ

金子　陽紀 田村　優弦
カネコ　ハルキ タムラ　ユイト

石橋　旺久 大澤　竜己
イシバシ　アキヒサ オオサワ　リュウキ

牧　英杜 大嶋　凌英
マキ　エイト オオシマ　リョウエイ

藤田　悠煌 有本　幸正
フジタ　ハルキ アリモト　コウセイ

保久　湊 藤田　隼颯
ヤスヒサ　ミナト フジタ　ハヤテ

東谷　晴之助 阪口　壮真
トウヤ　ハルノスケ サカグチ　ソウマ

関戸　大樹 田原迫　蓮
セキド　ダイキ タハラサコ　レン

鈴木　龍生 松沼　音汰
スズキ　リュウショウ マツヌマ　オトタ

丸山　篤弘 矢田　匠
マルヤマ　アツヒロ ヤダ　タクミ

馬場　駿乃丞 服部　友翔
ババ　シュンノスケ ハットリ　ユウト

望月　裕 辻　蒼樹
モチヅキ　ヒロ ツジ　ソウキ

髙橋　央成 小川　鼓太郎
タカハシ　オウセイ オガワ　コタロウ

刑部　光士郎 三井　宏斗
オサカベ　コウジロウ ミツイ　ヒロト

伊澤　諒一 寺田　蓮
イサワ　リョウイチ テラダ　レン

飯塚　渉喜
イイヅカ　ショウキ

19 (群馬県)

18 (千葉県) 37 (東京都)

17 (栃木県) 36 (山梨県)

16 (埼玉県) 35 (千葉県)

15 (東京都) 34 (栃木県)

14 (神奈川県) 33 (茨城県)

13 (三多摩) 32 (埼玉県)

12 (山梨県) 31 (群馬県)

11 (茨城県) 30 (三多摩)

10

(栃木県)

29 (神奈川県)

(群馬県)

6 (茨城県) 25 (山梨県)

9 (三多摩) 28

(東京都)

3 (山梨県) 22

7 (群馬県) 26

5 (千葉県) 24

4 (埼玉県) 23

(神奈川県)

8 (栃木県) 27

1 (東京都) 20

(茨城県)

(三多摩)

2 (神奈川県) 21 (埼玉県)

(東京都)

(千葉県)



  

小学生5年女子 組手

入江　志帆 鳴澤　妃稀
イリエ　シホ ナルサワ　ヒマレ

丸塚　あいな 平野　ひかり
マルツカ　アイナ ヒラノ　ヒカリ

石川　紗菜 小川　結希乃
イシカワ　サナ オガワ　ユキノ

青木　いろは 東本　七美
アオキ　イロハ トウモト　ナナミ

岸　鈴華 小林　凜音
キシ　リンカ コバヤシ　リオ

田村　誉 笠原　百々花
タムラ　ホマレ カサハラ　モモカ

池田　紬 古宇田　彩巴
イケダ　ツムギ コウタ　イロハ

山﨑　千寛 渡邊　咲希
ヤマザキ　チヒロ ワタナベ　サキ

佐野　陽菜 熊沢　優希那
サノ　ヒナ クマザワ　ユキナ

秋葉　楓花 野呂瀬　葵
アキバ　フウカ ノロセ　アオイ

榎本　姫奈 人見　明咲
エノモト　ヒナ ヒトミ　メイサ

菊地　理杏 渡辺　希
キクチ　リコ ワタナベ　ノゾム

大畠　実桜 起　杏奈
オオハタ　ミオ オキ　アンナ

鴨頭　結菜 新木　七海
カモガシラ　ユナ アラキ　ナナ

中島　梨沙 金井　優奈
ナカジマ　リサ カナイ　ユナ

高野　仁杏 鬼澤　実愛
タカノ　ニコ オニザワ　ミチカ

山口　凛亜 小野口　羽乃
ヤマグチ　リア オノグチ　ウノ

17 (山梨県) 34 (千葉県)

16 (栃木県) 33 (茨城県)

13 (群馬県) 30 (東京都)

12 (千葉県) 29 (三多摩)

15 (東京都) 32 (埼玉県)

14 (神奈川県) 31 (群馬県)

(埼玉県) 28 (栃木県)

10 (茨城県) 27 (山梨県)

11

9 (東京都) 26 (神奈川県)

8 (神奈川県) 25 (埼玉県)

5 (栃木県) 22 (山梨県)

4

(三多摩)

21 (東京都)

7

(東京都)

24 (千葉県)

6 (茨城県) 23 (群馬県)

1 (埼玉県) 18 (茨城県)

3 (群馬県) 20 (栃木県)

2 (千葉県) 19 (神奈川県)



  

小学生6年男子 組手

福山　巽 内田　ケイデン
フクヤマ　タツミ ウチダ　ケイデン

高安　羚愛 塚田　勇輝
タカヤス　レア ツカダ　ユウキ

中山　由悠季 宮下　旺亮
ナカヤマ　ユウキ ミヤシタ　オウスケ

岡　祥太郎 湧稲国　良
オカ　ショウタロウ ワキイナグニ　リョウ

鈴木　蓮介 蒲生　真之介
スズキ　レンスケ ガモウ　シンノスケ

庄司　大駕 永山　青空
ショウジ　タイガ ナガヤマ　アオゾラ

小林　俊惺 川嶋　颯弥
コバヤシ　シュンセイ カワシマ　ソウヤ

冨樫　泰人 杉山　蒼唯
トガシ　タイト スギヤマ　ソウイ

田中　昊基 山下　瑞貴
タナカ　コウキ ヤマシタ　ミズキ

渡辺　仰 髙橋　蒼弥
ワタナベ　コウ タカハシ　ソウヤ

齋藤　祐 青木　秀幸
サイトウ　ユウシ アオキ　ヒデユキ

髙橋　洸毅 大舘　那緒
タカハシ　コウキ オオダテ　ナオ

宮地　佳太 福田　慶太
ミヤジ　ケイタ フクダ　ケイタ

若月　暖真 小林　奏介
ワカツキ　ハルマ コバヤシ　ソウスケ

山口　琉太郎 伊藤　大地
ヤマグチ　リュウタロウ イトウ　ダイチ

高埜　暖人 持木　唯杜
タカノ　ハルト モチギ　ユイト

清水　遥斗 奥山　琥太朗
シミズ　ハルト オクヤマ　コタロウ

小林　愼
コバヤシマコト

35 (茨城県)

17 (栃木県) 34 (群馬県)

16 (茨城県) 33 (埼玉県)

15 (三多摩) 32 (栃木県)

14 (東京都) 31 (山梨県)

13 (神奈川県) 30 (千葉県)

12 (千葉県) 29 (神奈川県)

11 (埼玉県) 28 (三多摩)

10 (山梨県) 27 (東京都)

9 (東京都) 26 (千葉県)

8 (神奈川県) 25 (神奈川県)

7 (栃木県) 24 (群馬県)

6 (群馬県) 23 (三多摩)

5 (埼玉県) 22 (栃木県)

4 (山梨県) 21 (山梨県)

3 (千葉県) 20 (茨城県)

2 (茨城県) 19 (埼玉県)

1 (三多摩) 18 (東京都)



  

小学生6年女子 組手

高山　瑚子 米屋　ゆきな
タカヤマ　ココ ヨネヤ　ユキナ

野田　幸希 山田　陽依
ノダ　サツキ ヤマダ　ヒヨリ

棚橋　あかり 須永　菜緒
タナハシ　アカリ スナガ　ナオ

中嶌　文寧 伊藤　結衣
ナカジマ　アヤネ イトウ　ユイ

佐巴勢　七海 藤嵜　杏奈
サハセ　ナナミ フジサキ　アンナ

奥秋　愛菜 栗原　千和
オクアキ　マナ クリハラ　チヨリ

森田　和 早乙女　結良
モリタ　ナゴミ ソオトメ　ユラ

蛭田　こころ 小野　明彩
ヒルタ　ココロ オノ　メイサ

眞島　蘭 杉田　咲稀
マシマ　ラン スギタ　サキ

髙橋　　舞 小林　明莉
タカハシ　マイ コバヤシ　アカリ

鈴木　南帆 長島さら
スズキ　ナホ ナガシマ　サラ

西塚　愛純 中浦　さと
ニシヅカ　アスミ ナカウラ　サト

内田　ゆあ 白井　ひなの
ウチダ　ユア シライ　ヒナノ

大橋　美玲 小坂　愛莉
オオハシ　ミレイ コサカ　アイリ

川井田　美憂 杉山　莉理
カワイダ　ミウ スギヤマ　リリ

森　咲希音 宮下　陽菜
モリ　サキネ ミヤシタ　ヒナ

儘田　悠叶 鍋島　愛依
ママダ　ハルカ ナベシマ　メイ

(山梨県)

34 (東京都)

16

(三多摩)

33 (群馬県)

(神奈川県)

14 (群馬県) 31 (千葉県)

17

13 (茨城県) 30

(埼玉県)

12 (千葉県) 29

(東京都)

15 (栃木県) 32

11 (神奈川県) 28 (栃木県)

10 (東京都) 27 (茨城県)

9 (東京都) 26 (埼玉県)

8 (埼玉県) 25 (山梨県)

7 (三多摩) 24 (栃木県)

6 (山梨県) 23 (茨城県)

5 (神奈川県) 22 (千葉県)

4 (茨城県) 21 (群馬県)

1 (栃木県) 18 (東京都)

3 (群馬県) 20 (神奈川県)

2 (千葉県) 19 (埼玉県)



  

中学生1年男子 組手

小林　優汰 丸谷　晃聖
コバヤシ　ユウタ マルヤ　コウセイ

森山　慧音 柴田　壮翼
モリヤマ　ケイト シバタ　ソウスケ

齋藤　皇 河向　成海
サイトウ　コウシ カワムカイ　ナルミ

堀口　奏人 須藤　大琥
ホリグチ　カナト スドウ　ダイゴ

濱田　慶治郎 刑部　慶太郎
ハマダ　ケイジロウ オサカベ　ケイタロウ

伊藤　晴 野村　陽明
イトウ　セイ ノムラ　ハルアキ

菅　真衣嘉 濱田　想士郎
スガ　マイカ ハマダ　ソウシロウ

栗原　秀斗 五味　未来斗
クリハラ　シュウト ゴミ　ミクト

永倉　辰規 近藤　快翔
ナガクラ　タツキ コンドウ　カイト

石井　滉有太 田原迫　陸斗
イシイ　コウタ タハラサコ　リクト

平島　煌太 城野　隆生
ヒラシマ　コウタ ジョウノ　リュウセイ

島田　悠海 濱口　晃行
シマダ　ユウミ ハマグチ　アキミチ

寺島　春 金野　寛親
テラジマ　ハル コンノ　ヒロチカ

松原　凰雅 三觜　琉亜
マツバラ　オウガ ミツハシ　リュウア

渡邊　莉生 熊沢　和希
ワタナベ　リオ クマザワ　カズキ

高村　智将 北條　裕哉
タカムラ　トモマサ ホウジョウ　ヒロヤ

原田　誠士朗 山田　滉人
ハラダ　セイシロウ ヤマダ　ヒロト

佐伯　春道 大滝磨　那翔
サエキ　ハルミチ オオタキ　マナト

田村　潤成
タムラ　ジュンセイ

19 (栃木県)

18 (三多摩) 37 (茨城県)

17 (山梨県) 36 (群馬県)

16 (神奈川県) 35 (栃木県)

15

(千葉県)

34 (神奈川県)

14

(東京都)

33 (埼玉県)

13 (群馬県) 32 (千葉県)

12 (埼玉県) 31 (東京都)

11

(三多摩)

30 (山梨県)

10 (茨城県) 29 (三多摩)

7 (神奈川県) 26 (神奈川県)

6

(東京都)

25 (群馬県)

9 (栃木県) 28 (茨城県)

8 (茨城県) 27 (山梨県)

5 (山梨県) 24 (栃木県)

4 (群馬県) 23 (千葉県)

1 (東京都) 20 (三多摩)

3 (埼玉県) 22 (東京都)

2 (千葉県) 21 (埼玉県)



  

中学生1年女子 組手

志賀　苺果 中島　西椛
シガ　イチカ ナカジマ　ニカ

大澤　里菜 青木　ひなた
オオサワ　リナ アオキ　ヒナタ

戸田　実玖 大畠　由菜
トダ　ミク オオハタ　ユナ

高司　こころ 白須　理央奈
タカジ　ココロ シラス　リオナ

佐藤　唯妃 高谷　心咲
サトウ　ユイ タカヤ　ミサキ

別井　遥海 青木　南似香
ベツイ　ハルミ アオキ　ミニカ

佐藤　美波 中浦　みのり
サトウ　ミナミ ナカウラ　ミノリ

永井　姫那 野間　心晴
ナガイ　ヒナ ノマ　コハル

寺田　百合菜 横川　莉子
テラダ　ユリナ ヨコカワ　リコ

山中　亜美 藤澤　まゆ
ヤマナカ　アミ フジサワ　マユ

米山　愛花 地曳　結衣
ヨネヤマ　アイカ ジビキ　ユイ

倉井　花衣來 小川　詩乃
クライ　カエラ オガワ　シノ

田中　瑠華 塩見　礼葉
タナカ　ルカ シオミ　レイハ

加藤　英里依 井口　遥夏
カトウ　エリイ イグチ　ハルカ

徳井　彩姫 藤原　香凛
トクイ　アヤメ フジワラカ　リン

白木　春百 鎌田　結愛
シラキ　スモモ カマタ　ユア

(千葉県)

15 (群馬県) 31 (茨城県)

16 (埼玉県) 32

(東京都)

13 (千葉県) 29 (神奈川県)

14 (神奈川県) 30

(栃木県)

11 (山梨県) 27 (三多摩)

12 (栃木県) 28

(群馬県)

9 (東京都) 25 (埼玉県)

10 (茨城県) 26

(千葉県)

7 (東京都) 23 (三多摩)

8 (栃木県) 24

(栃木県)

5 (神奈川県) 21 (茨城県)

6 (三多摩) 22

(山梨県)

3 (埼玉県) 19 (群馬県)

4 (千葉県) 20

(東京都)

1 (群馬県) 17 (埼玉県)

2 (山梨県) 18



  

中学生2年男子 組手

小川　慈司 寺崎　将央
オガワ　ヤスシ テラサキ　マサヒロ

永井　天 高橋　琉斗
ナガイ　テン タカハシ　リュウト

小野　真太郎 田嶌　友貴
オノ　シンタロウ タジマ　ユウキ

中森　勘詠 神宮　響生
ナカモリ　カンエイ ジングウ　ヒビキ

大森　碧葉 樋口　良助
オオモリ　アオバ ヒグチ　リョウスケ

佐竹　悠 仲田　光希
サタケ　ハルキ ナカタ　コウキ

松並　冬馬 森元　啓介
マツナミ　トウマ モリモト　ケイスケ

藤本　伶王 佐々木　陽翔
フジモト　レオ ササキ　ハルト

川﨑　光 大庭　樹
カワサキ　ヒカル オオバ　タツキ

タンポス　悠人 石川　遥翔
タンポス　ユウジン イシカワ　ハルト　

雨貝　ひかる 小谷　晴臣
アマガイ　ヒカル コタニ　ハルオミ

福田　晴太 山田　蒼斗
フクダ　ハルタ ヤマダ　アオト

新家　颯介 町田　晟太
シンヤ　ソウスケ マチダ　セイタ

天野　聖成 尾山　敬太郎
アマノ　セナ オヤマ　ケイタロウ

中山　裕都 白井　晴多
ナカヤマ　ヒロト シライ　ハルタ

遠藤　暖和 渡辺　蒼空
エンドウ　ハルト ワタナベ　ソラ

八巻　善 土屋　慶人
ヤマキ　ゼン ツチヤ　ケイト

17 (山梨県) 34 (栃木県)

16 (千葉県) 33 (茨城県)

15 (茨城県) 32 (山梨県)

14 (埼玉県) 31 (千葉県)

13 (三多摩) 30 (埼玉県)

12 (群馬県) 29 (三多摩)

11 (東京都) 28 (東京都)

10 (神奈川県) 27 (群馬県)

9 (東京都) 26 (神奈川県)

8 (三多摩) 25 (三多摩)

7 (茨城県) 24 (埼玉県)

6 (神奈川県) 23 (茨城県)

5 (山梨県) 22 (山梨県)

4 (埼玉県) 21 (群馬県)

1 (東京都) 18 (東京都)

3 (千葉県) 20 (神奈川県)

2 (群馬県) 19 (千葉県)



  

中学生2年女子 組手

白瀧　舞 中村　奏
シラタキ　マイ ナカムラ　カナデ

中村　紗愛 小林　真夕
ナカムラ　サエ コバヤシ　マユ

村山　葵 稲村　乃愛
ムラヤマ　アオイ イナムラ　ノア

屋代　うた 志村　真澄
ヤシロ　ウタ シムラ　マスミ

奥野　紗楽 村山奈々美
オクノ　サラ ムラヤマ　ナナミ

野田　明日美 イルディズ　レイナ
ノダ　アスミ イルディズ　レイナ

益池　こころ 紺野　玲七
マスイケ　ココロ コンノ　レナ

小野　友凜 小野　悠華
オノ　ユウリ オノ　ハルカ

藤田　颯希 大森　愛美
フジタ　サキ　 オオモリ　マナミ

津田　彩結菜 原篠　苺花
ツダ　アユナ ハラシノ　イチカ

井澤　悠 石田　夏稀
イザワ　ハルカ イシダ　ナツキ

宇塚　美結 野村　日向子
ウヅカ　ミユウ ノムラ　ヒナコ

得丸　歩生 清水　瑠華
トクマル　アユミ シミズ　ルカ

栗原　三佳 木村　瑚白
クリハラ　ミカ キムラ　コハク

藤田　帆乃夏
フジタ　ホノカ

15 (神奈川県)

14 (茨城県) 29 (群馬県)

13 (埼玉県) 28 (千葉県)

(東京都)

11 (東京都) 26 (神奈川県)

12 (東京都) 27

(埼玉県)

9 (栃木県) 24 (栃木県)

10 (千葉県) 25

(茨城県)

7 (埼玉県) 22 (神奈川県)

8 (山梨県) 23

(東京都)

5 (神奈川県) 20 (茨城県)

6 (千葉県) 21

(山梨県)

3 (群馬県) 18 (千葉県)

4 (三多摩) 19

(群馬県)

1 (栃木県) 16 (埼玉県)

2 (東京都) 17



  

中学生3年男子 組手

辻　祐輝 加藤　英翔
ツジ　ユウキ カトウ　ヒデト

杉野　大河 薛　華建
スギノ　タイガ セツ　カケン

内川　孝太郎 渡辺　幹太
ウチカワ　コウタロウ ワタナベ　カンタ

山下　寛太 三觜　毅生
ヤマシタ　カンタ ミツハシ　キリュウ

蜷川　健太 関戸　帝我
ニナガワ　ケンタ セキド　タイガ

中川　漣 横濱　匠太郎
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾚﾝ ヨコハマ ショウタロウ

徳井　渉介 池田　陽輝
トクイ　ショウスケ イケダ　ハルキ

佐藤　陽人 中野　健
サトウ　ハルト ナカノ　ケン

羽田　悠人 田原迫　大翔
ハタ　ユウト タハラサコ　タイト

永山　大地 梅津　宏太
ナガヤマ　ダイチ ウメツ　コウタ

齋藤　潔志 金井　侑晟
サイトウ　キヨシ カナイ　ユウセイ

龍見　侑曉 石井　誉
タツミ　ウキョウ イシイ　ホマレ

河野　元旗 長谷川　泰輝
コウノ　ゲンキ ハセガワ　タイキ

栁沼　昊太 早坂　琉翔
ヤギヌマ　コウタ ハヤサカ　ルイト

江部　太樹 大舘　琉夏
エベ　タイキ オオダテ　ルカ

小野口　葵 大鹿　智之
オノグチ　アオイ オオシカ　トモユキ

渋谷　祥太朗 渡邉　渓斗
シブヤ　ショウタロウ ワタナベ　ケイト

若色　慶悟 関口　恵将
ワカイロ　ケイゴ セキグチ　ケイマ

18 (栃木県) 36 (東京都)

17 (埼玉県) 35 (山梨県)

16 (千葉県) 34 (三多摩)

15 (神奈川県) 33 (神奈川県)

14 (東京都) 32 (埼玉県)

13 (山梨県) 31 (栃木県)

12 (群馬県) 30 (茨城県)

11 (茨城県) 29 (群馬県)

10 (三多摩) 28 (千葉県)

9 (神奈川県) 27 (三多摩)

8 (山梨県) 26 (東京都)

7 (群馬県) 25 (千葉県)

6 (茨城県) 24 (栃木県)

5 (東京都) 23 (茨城県)

4 (千葉県) 22 (埼玉県)

3 (埼玉県) 21 (山梨県)

2 (三多摩) 20 (東京都)

1 (栃木県) 19 (神奈川県)



  

中学生3年女子 組手

望月　優 鈴木　くるみ
モチヅキ　ユウ スズキ　クルミ

冨樫　美莉愛 吉田　杏泉
トガシ　ミリア ヨシダ　アミ

大塚　菜々珂 油原　莉桜
オオツカ　ナナカ ユハラ　リオ

近藤　芽愛 丸塚　ひなた
コンドウ　メイ マルツカ　ヒナタ

出水　雅珠 竹内　陽香
イズミ　ミヤビ タケウチ　ハルカ

宮田　美姫 仲丸　弥穂
ミヤタ　ミキ ナカマル　ミホ

齋藤　礼奈 小林　久乃
サイトウ　アヤナ コバヤシ　ヒサノ

横坂　こころ 小野　絢夢
ヨコサカ　ココロ オノ　アヤメ

花房　穂波 針谷　育実
ハナフサ　ホナミ ハリヤ　ナルミ

上野　聖奈 荒川　真稟
ウエノ　セナ アラカワ　マリン

窪　　春奈 根津　夏妃
クボ　ハルナ ネヅ　ナツキ

田中　優風 高橋　凛
タナカ　ユウ タカハシ　リン

大場　紗季 佐野　海和
オオバ　サキ サノ　ミヨリ

松山　茉紘
マツヤマ　マヒロ

27 (埼玉県)

13 (三多摩) 26 (東京都)

(千葉県)

11 (茨城県) 24 (群馬県)

12 (東京都) 25

(東京都)

9 (千葉県) 22 (茨城県)

10 (埼玉県) 23

(神奈川県) 21

(埼玉県)

7 (群馬県)

(茨城県)

5

(山梨県)

18 (群馬県)

6 (栃木県) 19

20 (神奈川県)

8

(千葉県)

3 (千葉県) 16 (栃木県)

4 (茨城県) 17

(埼玉県)

1 (東京都) 14 (東京都)

2 (神奈川県) 15



  

高校生男子 組手

松田　飛勇 屋代　航太
マツダ　ヒユウ ヤシロ　コウタ

志村　大和 野島　創
シムラ　ヤマト ノジマ　ハジメ

齋藤　翔 小見　大地
サイトウ　ショウ オミ　ダイチ

杉田　大空 金森　優弥
スギタ　ソラ カナモリ　ユウヤ

原　樹佑 朝倉　一輝
ハラ　ミキヒロ アサクラ　カズキ

内田　皓仁 福田　優真
ウチタ゛　ヒロト フクダ　ユウマ

尾張　隆晟 藤田　元気
オワリ　リュウセイ フジタ　ゲンキ

清埜　嵩大 野原　拓海
セイノ　シュンタ ノハラ　タクミ

山田　和弥 松本　楓翔
ヤマダ　カズヤ マツモト　フウガ

堀　颯斗 河野　汰郎
ホリ　ハヤト コウノ　タロウ

浅子　颯優 佐々木　結羽
アサコ　リュウ ササキ　ユイト

関　風斗 田口　翔悟
セキ　カズト タグチ　ショウゴ

石井　徹磨 河内　賢斗
イシイ　トウマ カワチ　ケント

川満　健竜 本田　悠人
カワミツ　タケル ホンダ　ユウト

髙橋　舜一郎 植村　匠
タカハシ　シュンイチロウ ウエムラ　タクミ

宮﨑　朋也 新木　瑛斗
ミヤザキ　トモヤ アラキ　エイト

相澤　郁翔
アイザワ　イクト

17 (山梨県)

16 (神奈川県) 33 (群馬県)

15 (東京都) 32 (千葉県)

(神奈川県)

13 (群馬県) 30 (東京都)

14 (千葉県) 31

(埼玉県)

11 (茨城県) 28 (三多摩)

12 (埼玉県) 29

(山梨県)

9 (埼玉県) 26 (栃木県)

10 (三多摩) 27

(茨城県)

7 (群馬県) 24 (神奈川県)

8 (東京都) 25

(千葉県)

5 (神奈川県) 22 (埼玉県)

6 (栃木県) 23

(群馬県)

3 (東京都) 20 (東京都)

4 (茨城県) 21

(山梨県)

1 (千葉県) 18 (三多摩)

2 (山梨県) 19



  

高校生女子 組手

鈴木　里瀬 金子　麗
スズキ　リセ カネコ　ウララ

武井　美月 木村　碧
タケイ　ミツキ キムラ　ミドリ

中台　有香 吉成　京樺
ナカダイ　ユカ ヨシナリ　キョウカ

横瀬　麻央 平島　夏帆
ヨコセ　マオ ヒラシマ　カホ

平野　朱梨 吉田　美槻
ヒラノ　アカリ ヨシダ　ミキ

谷島　乙姫 古屋　璃奈
ヤジマ　オトヒメ フルヤ　リナ

和智　葵 佐久川　彩菜
ワチ　アオイ サクガワ　サナ

大山　実桜 室田　みず希
オオヤマ　ミオ ムロタ　ミズキ

増森　寧 中込　望
マスモリ　ネイ ナカゴミ　ノゾミ

松元　瑠渚 木村　蓮
マツモト　ルナ キムラ　レン

春口　明日香 北川　日奈子
ハルグチ　アスカ キタガワ　ヒナコ

大森　一葉 伊藤　優来
オオモリ　カズハ イトウ　ユウラ

花木　凜香 西澤　みのり
ハナキ　リンカ ニシザワ　ミノリ

石田　風吹 伊藤　杏珠
イシダ　フブキ イトウ　アンジュ

横濵　来幸 上田　一桃葉
ヨコハマ　コユキ ウエダ　ヒトハ

池田　摩帆
イケダ　マホ

31 (群馬県)

15 (埼玉県) 30 (埼玉県)

(東京都)

13 (三多摩) 28 (神奈川県)

14 (群馬県) 29

(千葉県)

11 (千葉県) 26 (三多摩)

12 (山梨県) 27

(茨城県)

9 (東京都) 24 (山梨県)

10 (神奈川県) 25

(三多摩)

7 (山梨県) 22 (神奈川県)

8 (茨城県) 23

(山梨県)

5 (神奈川県) 20 (茨城県)

6 (茨城県) 21

(東京都)

3 (東京都) 18 (栃木県)

4 (千葉県) 19

(群馬県)

1 (埼玉県) 16 (埼玉県)

2 (群馬県) 17



  

一般男子 組手

安達  修平 山本　峻也
アダチ　シュウヘイ ヤマモト　シュンヤ

伊藤　龍也 関口　徹昭
イトウ　　タツヤ セキグチ　テツアキ

山本　剛琉 関口　翔太
ヤマモト　タケル セキグチ　ショウタ

美濃部　敬靖 箕輪　優太
ミノベ　タカヤス ミノワ　ユウタ

西野　匠人 杉山　拓海
ニシノ　タクト スギヤマ　タクミ

塚田　真二 金澤　仁至
ツカダ　シンジ カナザワ　ニチカ

長尾　浩平 加藤　凌翔
ナガオ　コウヘイ カトウ　リョウト

久根　潤一 岡田　泰典
クネ　ジュンイチ オカダ　ヤスノリ

大原　啓生 南　陽水
オオハラ　ヒロオ ミナミ　アキミ

美濃部　将啓 岡田　敏秀
ミノベ　マサヒロ オカダ　トシヒデ

金澤　優希哉 松本　拓己
カナザワ　ユキヤ マツモト　タクミ

横山　豪 古屋　瑠希
ヨコヤマ　ゴウ フルヤ　リュウキ

渡井　雄翔 水原　拓斗
ワタイ　ユウト ミズハラ　タクト

志村　緒李人 渋井　朝斗
シムラ　オリト シブイ　アサト

尾見　奨研 後藤　悠貴
オミショウ　ケン ゴトウ　ユウキ

佐藤　佑真 朝倉　健心
サトウ　ユウマ アサクラ　ケンシン

蛭田　将暉 矢澤　拓真
ヒルタ　ショウキ ヤザワ　タクマ

17 (千葉県) 34 (群馬県)

16 (埼玉県) 33 (東京都)

15 (茨城県) 32 (三多摩)

14

(埼玉県)

31 (栃木県)

13 (神奈川県) 30 (埼玉県)

12 (三多摩) 29 (山梨県)

(山梨県)

9 (東京都) 26 (千葉県)

8 (山梨県) 25 (茨城県)

11 28 (神奈川県)

10 (東京都) 27 (茨城県)

(栃木県)

5 (三多摩) 22 (三多摩)

4 (東京都) 21 (栃木県)

7 (千葉県) 24 (神奈川県)

6 (茨城県) 23

1 (栃木県) 18 (千葉県)

3 (埼玉県) 20 (群馬県)

2 (群馬県) 19 (東京都)



  

一般女子 組手

秋元　怜 佐野　凜音
アキモト　レイ サノ　リオン

椎名　優 朝倉　菜積
シイナ　ユウ アサクラ　ナツミ

瀬ノ口　圭未 今井　絢香
セノクチ　タマミ イマイ　アヤカ

小笠原　彩映 小川　弥生
オガサワラ　サエ オガワ　ヤヨイ

野島　蓮 石塚　萌
ノジマ　レン イシヅカ　メグミ

関口　美優 石田　眞美
セキグチ　ミユ イシダ　マミ

鈴木　美咲 斉藤　乃愛
スズキ　ミサキ サイトウ　ノア

齋藤　菜々美 チョウ　クン
サイトウ　ナナミ チョウクン

吉田　萌笑 柳田　紗希
ヨシダ　モエ ヤナギタ　サキ

花岡　瑠菜 高橋　ひなた
ハナオカ　ルナ タカハシ　ヒナタ

河内　美樹 廣瀬　新菜
カワウチ　ミキ ヒロセ　ニイナ

須田　実侑 宮下　千草
スダ　ミウ ミヤシタ　チグサ

原　愛惠 知久　瑠璃子
ハラ　マナエ チク　ルリコ

奥山　美和 荘司　澪
オクヤマ　ミワ ソウジ　ミオ

龍　愛弓
リュウ　アイミ

15 (千葉県)

14 (群馬県) 29 (東京都)

13 (神奈川県) 28 (埼玉県)

(群馬県)

11 (三多摩) 26 (茨城県)

12 (栃木県) 27

(神奈川県)

9 (埼玉県) 24 (千葉県)

10 (千葉県) 25

(三多摩)

7 (東京都) 22 (神奈川県)

8 (東京都) 23

(東京都)

5 (山梨県) 20 (栃木県)

6 (群馬県) 21

(東京都)

3 (神奈川県) 18 (群馬県)

4 (三多摩) 19

(埼玉県)

1 (埼玉県) 16 (三多摩)

2 (千葉県) 17



  

団体 形

1 千葉県

2 栃木県

3 群馬県

4 埼玉県

7 三多摩

5 茨城県

6 東京都



  

団体 組手

1 東京都

2 三多摩

3 群馬県

4 茨城県

7 千葉県

5 栃木県

6 埼玉県


