
　　　　日程：2016年11月13日（日）

　　　　場所：茨城県筑西市下館総合体育館

種目　　順位

小学２年男子 小林　泰介 茨城 塚本　開飛 千葉 渡部　陸人 埼玉 タンポス　悠人 神奈川 梅田　啓多 神奈川 森元　啓介 埼玉 森　敬一朗 三多摩 遠藤　暖和 千葉

小学２年女子 栗原　三佳 茨城 菊地　悠花 茨城 清水　瑠華 千葉 志村　真澄 山梨 澤田　明梨 埼玉 原篠　苺花 埼玉 谷田部　真帆 茨城 請田　瑠菜 栃木

小学３年男子 吉田　直哉 埼玉 黒﨑　雅矢 栃木 龍見　侑曉 群馬 島ノ江　亜琉 千葉 山本　大輔 山梨 渡辺　響 山梨 阿部　俳路 神奈川 中村　優太 千葉

小学３年女子 針谷　育実 茨城 市場　ここみ 三多摩 川手　芽衣 群馬 横坂　こころ 神奈川 荒川　真稟 東京 窪　春奈 茨城 石井　心菜 千葉 品川　七海 茨城

小学４年男子 屋代　航太 三多摩 宇佐美　飛羽 山梨 柏次　一慶 栃木 豊田　遼太郎 三多摩 福田　優真 千葉 宮下　力 栃木 齋藤　光風 栃木 高橋　晟 栃木

小学４年女子 金子　麗 埼玉 佐伯　亜美 三多摩 高瀬　朋夏 東京 高橋　彩夏 埼玉 新藤　間由菜 東京 小見　彩音 埼玉 室田　みず希 三多摩 吉成　京樺 栃木

小学５年男子 佐竹　隼 神奈川 河野　汰郎 山梨 黒田　翔生 埼玉 塚本　悠太 千葉 黒﨑　刀雅 栃木 森　怜也 神奈川 山田　聖人 神奈川 永島　大翔 茨城

小学５年女子 藤田　凛 茨城 佐々木　瑠美 茨城 荒井　香菜子 山梨 針谷　実寿 茨城 島ノ江　星愛 千葉 亭嶋　優来 茨城 中台　有香 東京 山岸　瑠里 埼玉

小学６年男子 永塚　功透 埼玉 髙 　晴心 千葉 石井　開土 栃木 戸谷　翼 栃木 遠藤　至琉 山梨 遠藤　空流 千葉 長谷川　匠 千葉 中村　星優 神奈川

小学６年女子 横坂　おもと 神奈川 齋藤　志緒 東京 大橋　こころ 栃木 森田　由良 茨城 北川　日奈子 三多摩 北村　麻友子 埼玉 渋谷　瑠良 埼玉 高橋　美喜 埼玉

中学１年男子 佐藤　大斗 山梨 熊谷　成将 茨城 佐藤　那哉 千葉 村上　悠空 千葉 坂本　海大 三多摩 大島　鼓太郎 埼玉 菊池　悠介 神奈川 倉持　伶太 茨城

中学１年女子 日向　七海 千葉 深野　真生 東京 齋藤　菜々美 東京 佐野　凜音 三多摩 駒井　琴羽 埼玉 北原　愛菜 千葉 相楽　千瑛里 埼玉 炭田　陽和 東京

中学２年男子 佐藤　佑真 埼玉 坂崎　聖斗 神奈川 森田　兼太 三多摩 嶋津　裕人 埼玉 金塚　皓生 茨城 三上　和哉 埼玉 黒田　舜也 埼玉 榎本　史悠 埼玉

中学２年女子 吉本　弥可 群馬 石塚　藍梨 茨城 知久　瑠璃子 埼玉 龍　愛弓 千葉 志村　珠妃 山梨 中村　心暖 茨城 江田　花 茨城 和田　華奈 埼玉

中学３年男子 亭嶋　飛龍 茨城 髙橋　飛羽 千葉 松崎　大将 茨城 鈴木　勇憂 茨城 石井　秀汰 茨城 深谷　竣矢 茨城 佐々木　聡真 茨城 澤口　蓮太郎 神奈川

中学３年女子 山田　都妃 群馬 森山　詩音 東京 秋元　怜 埼玉 福田　優香 山梨 美濃部　好咲 東京 菊池　芽梨衣 埼玉 原　愛恵 神奈川 佐武　美和 埼玉

高校男子 坪井　晃太郎 埼玉 小林　広樹 埼玉 吉田　翔太 埼玉 美濃部　敬靖 東京 吉立　昌志 千葉 東畑　亮汰 東京 大槻　朋也 茨城 山本　啓介 埼玉

高校女子 中山　朋佳 茨城 石井　梨玖 埼玉 池田　瑠那 群馬 関家　花倫 東京 田村　歩生 栃木 吉村　芽依 埼玉 関口　美優 群馬 岡田　さやか 埼玉

一般男子 岡田　泰典 茨城 土屋　翔誠 東京 草野　竜太 茨城 菅原　元太郎 茨城 尾見　奨研 茨城 眞島　和也 東京 美濃部　将啓 東京 箕輪　優太 栃木

一般女子 今井　絢香 群馬 美濃部　彩加 東京 ローシン　キャンベル 茨城 笹　明日香 東京 石田　佳奈 茨城 成田　里奈 東京 長谷川　苑香 茨城 宮原　由佳 群馬

団体組手 埼玉県 群馬県 茨城県

優勝 準優勝 ３位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
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