
【組手の部】

ミズヌマ　タケル ヒサナガ　アオト カワハラ　カズヤ ヒロセ　ケイト ヨネヤ　ダイキ イシバシ　ユキヒサ ウスイ　ガク ミヤザキ　チュウジ
水沼　雄 久永　碧人 川原　和也 廣瀬　慶人 米屋　大喜 石橋　侑久 臼井　牙琥 宮﨑　忠侍
オザキ　ミサキ ヒラヤマ　ユア キムラ　モモカ マスイケ　フウカ マキ　エミカ ナオエ　マナ ムタ　カエデ チバ　ホタル
尾崎　美咲 平山　侑杏 木村　百花 益池　風花 牧　笑花 直江　真愛 牟田　楓 千葉　蛍
マセ　ダイヤ スギタ　コウノスケ ツクイ　カンタ ヤマグチ　コウタロウ タケウチ　ジュン カワハラ　テッショウ イシイ　リュウセイ マユミ　リュウタ
間瀬　太陽 杉田　航之介 津久井　紺太 山口　弘太郎 竹内　惇 河原　徹昇 石井　龍成 眞弓　龍大
スダ　ジュラ イイヅカ　ユウリ ヒロセ　ニチナ タカシマ　カコ ミソカ　アヤナ ヤマグチ　ユメ ヨダ　アヤカ オサカベ　ミオ
須田　珠蘭 飯塚　優璃 廣瀬　日奏 髙島　加瑚 晦日　彩愛 山口　夕芽 依田　彩加 刑部　美桜
シノザキ　シン クリハラ　エイト カワハラ　リュウヤ トガシ　ソウキ コヤマ　リョウ オバタ　ユイト ガモウ　リュウノスケ ソオトメ　タイラ
篠崎　森 栗原　英斗 川原　竜也 冨樫　壮貴 小山　諒 小畠　結人 蒲生　龍之介 早乙女　泰良
ヤスナガ　アンナ イイノ　ヒカリ ワタナベ　モモカ ホウジョウ　レナキ コクブン　イチカ クチイワ　カエデ ミヤジ　カナデ モトカワ　リリイ
泰永　愛菜 飯野　姫花璃 渡邉　百花 北條　伶菜希 國分　一花 口岩　楓 宮地　奏音 元川　璃理衣　
イサワ　リョウイチ フジタ　ハヤテ マツヌマ　オトタ ナカムラ　ユウセイ フジタ　ハルキ セキド　ダイキ クロカワ　トウマ ハットリ　ユウト
伊澤　諒一 藤田　隼颯 松沼　音汰 中村　悠星 藤田　悠煌 関戸　大樹 黒川　東誠 服部　友翔
ヤマザキ　チヒロ ヒトミ　メイサ エノモト　ヒナ ワタナベ　サキ キシ　リンカ カモガシラ　ユナ ナルサワ　ヒマレ カナイ　ユナ
山﨑　千寛 人見　明咲 榎本　姫奈 渡邊　咲希 岸　鈴華 鴨頭　結菜 鳴澤　妃稀 金井　優奈
ガモウ　シンノスケ ナカヤマ　ユウキ フクダ　ケイタ シミズ　ハルト ツカダ　ユウキ トガシ　タイト イトウ　ダイチ ワタナベ　コウ
蒲生　真之介 中山　由悠季 福田　慶太 清水　遥斗 塚田　勇輝 冨樫　泰人 伊藤　大地 渡辺　仰
マシマ　ラン ナガシマ　サラ スズキ　ナホ ソオトメ　ユラ タカヤマ　ココ シライ　ヒナノ カワイダ　ミウ ヤマダ　ヒヨリ
眞島　蘭 長島　さら 鈴木　南帆 早乙女　結良 高山　瑚子 白井　ひなの 川井田　美憂 山田　陽依
ホウジョウ　ヒロヤ タムラ　ジュンセイ ナガクラ　タツキ ゴミ　ミクト コバヤシ　ユウタ ヒラシマ　コウタ スドウ　ダイゴ タハラサコ　リクト
北條　裕哉 田村　潤成 永倉　辰規 五味　未来斗 小林　優汰 平島　煌太 須藤　大琥 田原迫　陸斗
ヤマナカ　アミ シオミ　レイハ シガ　イチカ ナカジマ　ニカ トクイ　アヤメ ヨコカワ　リコ サトウ　ユイ アオキ　ミニカ
山中　亜美 塩見　礼葉 志賀　苺果 中島　西椛 徳井　彩姫 横川　莉子 佐藤　唯妃 青木　南似香
マツナミ　トウマ オヤマ　ケイタロウ エンドウ　ハルト モリモト　ケイスケ ナカモリ　カンエイ シンヤ　ソウスケ タジマ　ユウキ ヤマダ　アオト
松並　冬馬 尾山　敬太郎 遠藤　暖和 森元　啓介 中森　勘詠 新家　颯介 田嶌　友貴 山田　蒼斗
クリハラ　ミカ コンノ　レナ ナカムラ　サエ オノ　ハルカ フジタ　サキ　 ナカムラ　カナデ ヤシロ　ウタ ノムラ　ヒナコ
栗原　三佳 紺野　玲七 中村　紗愛 小野　悠華 藤田　颯希 中村　奏 屋代　うた 野村　日向子
シブヤ　ショウタロウ カナイ　ユウセイ セキド　タイガ ツジ　ユウキ トクイ　ショウスケ コウノ　ゲンキ ミツハシ　キリュウ オオダテ　ルカ
渋谷　祥太朗 金井　侑晟 関戸　帝我 辻　祐輝 徳井　渉介 河野　元旗 三觜　毅生 大舘　琉夏
タケウチ　ハルカ ヨコサカ　ココロ タカハシ　リン イズミ　ミヤビ ヨシダ　アミ オオバ　サキ オノ　アヤメ オオツカ　ナナカ
竹内　陽香 横坂　こころ 髙橋　凛 出水　雅珠 吉田　杏泉 大場　紗季 小野　絢夢 大塚　菜々珂
アサクラ　カズキ セキ　カズト ヤマダ　カズヤ コウノ　タロウ ヤシロ　コウタ タカハシ　シュンイチロウ カワチ　ケント スギタ　ソラ
朝倉　一輝 関　風斗 山田　和弥 河野　汰郎 屋代　航太 髙橋　舜一郎 河内　賢斗 杉田　大空
キタガワ　ヒナコ ヨコハマ　コユキ フルヤ　リナ ヤジマ　イツキ イケダ　マホ オオヤマ　ミオ キムラ　ミドリ ナカダイ　ユカ
北川　日奈子 横濵　来幸 古屋　璃奈 谷島　乙姫 池田　摩帆 大山　実桜 木村　碧 中台　有香
イマイ　アヤカ シイナ　ユウ ふりがな ヨシダ　モエ イシヅカ　メグミ オガサワラ　サエ タカハシ　ヒナタ リュウ　アイミ
今井　絢香 椎名　優 知久　瑠璃子 吉田　萌笑 石塚　萌 小笠原　彩映 高橋　ひなた 龍　愛弓
セキグチ　テツアキ イトウ　　タツヤ ミノベ　マサヒロ マツモト　タクミ ナガオ　コウヘイ オミショウ　ケン カナザワ　ニチカ ヤザワ　タクマ
関口　徹昭 伊藤　龍也 美濃部　将啓 松本　拓己 長尾　浩平 尾見　奨研 金澤　仁至 矢澤　拓真
ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな
東京都 千葉県 群馬県 茨城県 #REF! #REF! #REF! #REF!

第４6回　関東地区大会 令和4年12月11日 東京武道館
優勝 準優勝 3位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

茨城県 千葉県 神奈川県

　小学２年生　女子組手の部 埼玉県 山梨県 群馬県 埼玉県 群馬県 三多摩

　小学２年生　男子組手の部 栃木県 埼玉県 埼玉県 山梨県 東京都

千葉県 栃木県

　小学３年生　男子組手の部 千葉県 埼玉県 栃木県 栃木県 三多摩 神奈川県 東京都 茨城県

　小学３年生　女子組手の部 埼玉県 群馬県 茨城県 埼玉県 山梨県 神奈川県 栃木県 栃木県

千葉県 栃木県 栃木県

　小学４年生　女子組手の部 群馬県 茨城県 埼玉県 栃木県 栃木県 三多摩

　小学４年生　男子組手の部 埼玉県 茨城県 埼玉県 神奈川県 千葉県

神奈川県 東京都

　小学５年生　男子組手の部 千葉県 神奈川県 群馬県 神奈川県 栃木県 茨城県 千葉県 茨城県

　小学５年生　女子組手の部 神奈川県 栃木県 埼玉県 埼玉県 栃木県 神奈川県 茨城県 埼玉県

神奈川県 栃木県 山梨県

　小学６年生　女子組手の部 東京都 栃木県 神奈川県 栃木県 栃木県 山梨県

　小学６年生　男子組手の部 栃木県 千葉県 千葉県 栃木県 埼玉県

栃木県 埼玉県

　中学１年生　男子組手の部 栃木県 栃木県 栃木県 山梨県 東京都 東京都 千葉県 三多摩

　中学１年生　女子組手の部 茨城県 神奈川県 群馬県 埼玉県 群馬県 埼玉県 神奈川県 栃木県

三多摩 神奈川県 三多摩

　中学２年生　女子組手の部 茨城県 神奈川県 東京都 茨城県 栃木県 埼玉県

　中学２年生　男子組手の部 茨城県 千葉県 千葉県 埼玉県 埼玉県

三多摩 東京都

　中学３年生　男子組手の部 埼玉県 群馬県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 埼玉県 神奈川県

　中学３年生　女子組手の部 群馬県 神奈川県 千葉県 埼玉県 埼玉県 三多摩 山梨県 千葉県

東京都 東京都 茨城県

　高校生　女子組手の部 三多摩 埼玉県 山梨県 茨城県 群馬県 茨城県

　高校生　男子組手の部 埼玉県 埼玉県 埼玉県 山梨県 三多摩

群馬県 東京都

　一般　女子組手の部 群馬県 千葉県 埼玉県 埼玉県 栃木県 三多摩 神奈川県 千葉県

一般　男子組手の部 東京都 群馬県 東京都 神奈川県 千葉県 茨城県 埼玉県 群馬県

支部名 支部名 支部名一般　団体組手の部 支部名 支部名 支部名 支部名 支部名



【形の部】

ヒサナガ　アオト ウスイ　ガク ワタナベ　ダイキ エビサワ　ミズキ ミヤオ　コウシ クロサワ　ソウシ ワタナベ　オウスケ ナンリ　ユイト
久永　碧人 臼井　牙琥 渡辺　大毅 海老澤　瑞希 宮尾　昴志 黒澤　壮志 渡辺　旺介 南里　唯斗
マスイケ　フウカ タケダ　モモカ オザキ　ミサキ ナカムラ　リサ マツイ　サラ ホソノ　コトミ マサキ　カエデ カミキ　サナ
益池　風花 武田　桃佳　 尾崎　美咲 中村　理彩 松井　沙羅 細野　采実 正木　楓 神木　咲七
マセ　ダイヤ タカハシ　コウタ ムカイ　リンタロウ タケウチ　ジュン イシイ　リュウセイ スギタ　コウノスケ カワハラ　テッショウ ナルサワ　キユウ
間瀬　太陽 髙橋　晃太 向井　倫太朗 竹内 　惇 石井　龍成 杉田　航之介 河原　徹昇 鳴澤　稀友
スダ　ジュラ タカシマ　カコ マツナガ　ツカサ クマザワ　ノゾミ ヒロセ　ニチナ コクブ　セイナ ヤマグチ　ユメ オワリ　ユキノ
須田　珠蘭 髙島　加瑚 松永　つかさ 熊沢　希瑞 廣瀬　日奏 國分　聖樹 山口　夕芽 尾張　雪乃
ソオトメ　タイラ シノザキ　シン フジサキ　シュウマ シマノエ　リト ヒライ　ガク ハセガワ　ヤマト コヤマ　リョウ イシカワ　ソウト
早乙女　泰良 篠崎　森 藤嵜　秀馬 島ノ江　理斗 平井　冴空 長谷川　大翔 小山　諒 石川　颯人
ヒラヤマ　リオ キムラ　アオネ ユアサ　ハナカ エグチ　ミオリ タキグチ　スズ モモセ　ナツム ﾀｹﾀﾞ　ｱｲﾙ タカジ　ノドカ
平山　莉央 木村　葵音 湯浅　花香 江口　美緒里 滝口　鈴 百瀬　菜紬 武田　愛琉 高司　和
タカシマ　オウシロウ スガヤ　ユウタロウ イチカワ　ユウ コンドウ　ソウタ ナカガワ　トモカズ オオタキ　レキ ツジ　ソウキ マルヤマ　アツヒロ
髙島　旺士朗 菅谷　祐太朗 市川　悠 近藤　颯竜 中川 斗望一 大滝　暦 辻　蒼樹 丸山　篤弘
コイタバシ　フウガ イリエ　シホ カザマ　オトカ ナカジマ　リサ ヒトミ　メイサ ノロセ　アオイ クマザワ　ユキナ イチハラ　サツキ
小板橋　楓雅 入江　志帆 風間　乙香 中島　梨沙 人見　明咲 野呂瀬　葵 熊沢　優希那 市原　皐
サトウ　シュンセイ アオキ　ヒデユキ ショウジ　タイガ スエツグ　ヨシカズ ツジオカ　ナオ タカノ　ハルト トガシ　タイト コグレ　テッペイ
佐藤　駿成 青木　秀幸 庄司　大駕 末次　巧和 辻岡　脩 髙埜　暖人 冨樫　泰人 小暮　鉄平
ニシヅカ　アスミ クリハラチヨリ フジサキ　アンナ ソオトメ　ユラ マシマ　ラン オオハシ　ミレイ シライ　ヒナノ マツザキ　アキ
西塚　愛純 栗原　千和 藤嵜　杏奈 早乙女　結良 眞島　蘭 大橋　美玲 白井　ひなの 松嵜　陽
モリヤマ　ケイト ヒラシマ　コウタ シバタ　ソウスケ イケダ　タイヨウ マサキ　ハルト イガワ　ユウト サクサベ　リツ クマザワ　カズキ
森山　慧音 平島　煌太 柴田　壮翼 池田　太陽 正木　陽翔 井川　友翔 作佐部　立 熊沢　和希
ナカジマ　ニカ サトウ　ミナミ シラキ　スモモ トダ　ミク ヤマナカ　アミ カネコ　アリア フナコシ　ユウ ホリウチ　ユア
中島　西椛 佐藤　美波 白木　春百 戸田　実玖 山中　亜美 金子　ありあ 舟越　優 堀内　優愛
アキモト　ユウマ エンドウ　ハルト サクライ　リク イシカワ　ハルト　 マツナミ　トウマ シライ　ハルタ ツカモト　カイト イイジマ　ソウ
秋本　悠真 遠藤　暖和 櫻井　理久 石川　遥翔 松並　冬馬 白井　晴多 塚本　開飛 飯島　颯
クリハラ　ミカ ハラシノ　イチカ ソオトメ　サラ オクノ　サラ シムラ　マスミ ヤシロ　ウタ ナカムラ　サエ シンガイ　ミカル
栗原　三佳 原篠　苺花 早乙女　紗良 奥野　紗楽 志村　真澄 屋代　うた 中村　紗愛 新海　美輝
タツミ　ウキョウ ヤマモト　カンタ ナカガワ　レン フジムラ　コウヘイ サトウ　ショウタ イデヌマ　ヒロト セキヤ　リョウト イケダ　ハルキ
龍見　侑曉 山本　勘太 中川　漣 藤村　康平 佐藤　翔太 出沼　広翔 関屋　諒音 池田　陽輝
ネヅ　ナツキ サイトウ　アヤナ コクボ　ハズキ スズキ　クルミ ヨコサカ　ココロ オオバ　サキ ナカマル　ミホ ハニュウ　リサ
根津　夏妃 齋藤　礼奈 小久保　芙咲 鈴木　くるみ 横坂　こころ 大場　紗季 仲丸　弥穂 羽生　りさ
クリキ　ナナト ニシヅカ　ユウマ マスダ　テルミチ アサコ　リュウ モリヤマ　ユウト オオタキ　シュン サタケ　ハヤト スズキ　ユイト
栗城　虹翼 西塚　悠真 増田　光途 浅子　颯優 森山　結斗 大滝　駿 佐竹　隼 鈴木　結人
イシダ　フブキ セキザワ　アイリ ヒラシマ　カホ イケダ　ナナミ カサギ　シホ キムラ　ミドリ ヨシダ　ミツキ ササキ　ルミ
石田　風吹 関澤　愛莉 平島　夏帆 池田　奈菜海 笠木　栞歩 木村　碧 吉田　美槻 佐々木　瑠美
イワタ　アヤナ シムラ　タマキ ツノ　カエデ イズミ　ユリカ アサオカ　ナナ ヤザワ　ホノカ リュウ　アイミ チク　ルリコ
岩田　彩菜 志村　珠紀 津野　楓 泉　優里花 朝岡　奈々 矢澤　穂佳 龍　愛弓 知久　瑠璃子
フクハラ　ヒデキ タカハシ　トワ イワブチ　リョウ ツカダ　シンジ ナメカタ　アキヒロ ワタイ　ユウト コバヤシ　ノブオ シムラ　オリト
福原　秀樹 高橋　飛羽 岩渕　凌 塚田　真二 行方　晃弘 渡井　雄翔 小林　伸夫 志村　緒李人
ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな
東京都 埼玉県 群馬県 茨城県 千葉県 栃木県 三多摩 0

支部名 支部名 支部名　一般　団体形の部 支部名 支部名 支部名 支部名 支部名

　一般　男子形の部 群馬県 千葉県 茨城県 茨城県 群馬県 神奈川県 東京都 山梨県

　一般　女子形の部 埼玉県 山梨県 神奈川県 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 埼玉県

埼玉県 神奈川県 栃木県

　高校生　女子形の部 群馬県 神奈川県 東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県

　高校生　男子形の部 神奈川県 千葉県 東京都 茨城県 千葉県

茨城県 茨城県

　中学３年生　女子形の部 群馬県 群馬県 茨城県 東京都 神奈川県 三多摩 茨城県 茨城県

　中学３年生　男子形の部 群馬県 茨城県 茨城県 埼玉県 埼玉県 茨城県 埼玉県 千葉県

山梨県 神奈川県 埼玉県

　中学２年生　女子形の部 茨城県 埼玉県 栃木県 神奈川県 山梨県 三多摩

　中学２年生　男子形の部 埼玉県 千葉県 埼玉県 群馬県 茨城県

東京都 東京都

　中学１年生　女子形の部 埼玉県 東京都 埼玉県 埼玉県 茨城県 東京都 群馬県 千葉県

　中学１年生　男子形の部 千葉県 東京都 埼玉県 千葉県 埼玉県 茨城県 東京都 神奈川県

茨城県 神奈川県 栃木県

　小学６年生　女子形の部 千葉県 茨城県 千葉県 栃木県 東京都 群馬県

　小学６年生　男子形の部 埼玉県 三多摩 群馬県 三多摩 千葉県

山梨県 埼玉県

　小学５年生　女子形の部 埼玉県 埼玉県 埼玉県 東京都 栃木県 山梨県 神奈川県 神奈川県

　小学５年生　男子形の部 埼玉県 埼玉県 三多摩 茨城県 茨城県 埼玉県 栃木県 三多摩

群馬県 千葉県 三多摩

　小学４年生　女子形の部 山梨県 千葉県 神奈川県 千葉県 埼玉県 埼玉県

　小学４年生　男子形の部 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 千葉県

茨城県 千葉県

　小学３年生　女子形の部 埼玉県 埼玉県 千葉県 神奈川県 茨城県 三多摩 神奈川県 群馬県

　小学３年生　男子形の部 千葉県 埼玉県 三多摩 三多摩 東京都 埼玉県 神奈川県 茨城県

千葉県 群馬県 東京都

　小学２年生　女子形の部 埼玉県 茨城県 埼玉県 三多摩 埼玉県 三多摩

　小学２年生　男子形の部 埼玉県 千葉県 千葉県 埼玉県 三多摩

埼玉県 神奈川県

第４6回　関東地区大会 令和4年12月11日 東京武道館
優勝 準優勝 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞


