
■文部科学大臣杯　第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会

【組手試合】

種目 優勝 準優勝 ３位 敢闘 敢闘 敢闘 敢闘

小学生低学年　男子 加美支部(宮城県) 新潟県本部(新潟県) 宇治支部(京都府)

小学生低学年　女子 長野県本部(長野県) 東京都本部(東京都) 三重県本部(三重県)

小学生高学年　男子 大阪本部(大阪府) 新潟県本部(新潟県) 千葉県本部(千葉県)

小学生高学年　女子 浜北支部(静岡県) 茨城県本部(茨城県) 大阪府本部(大阪府)

中学生　男子 浜北支部(静岡県) 大阪府本部(大阪府) 雷空会支部（石川県）

中学生　女子 新潟県本部(新潟県) 石川県本部（石川県） 湯前支部（熊本県）

小学３年生　男子 中須賀柚人(宮城県) 長島健伸(京都府) 尾形光雅(宮城県) 阿久津丈基(静岡県) 金山元治(京都府） 小林勇斗(三重県） 中川奏眞(三重県) 田村成(千葉県)

小学３年生　女子 平舘夏希(青森県) 山﨑青央(新潟県) 後藤譜羽(新潟県) 宇部美桜(岩手県) 刑部美桜(栃木県) 河原そら(栃木県) 髙島加瑚（埼玉県） 岩舘李穂(秋田県)

小学４年生　男子 小林徠亜(群馬県) 田遼祐（宮城県） 藤澤斡人(長野県) 栗原英斗(茨城県） 前田悠斗(青森県) 下川瑛太(大阪府) 太田碧空(宮城県) 上林莉久(三重県)

小学４年生　女子 加藤依茉(青森県) 泰永愛菜(群馬県) 照井心菜(岩手県) 湯浅花香(神奈川県) 野村希星（長野県） 猪股彩千香(宮城県) 前西うた(福井県) 須澤泉天(長野県)

小学５年生　男子 岡本幸晟(京都府) 関戸大樹(茨城県) 酒田陽平(富山県) 小名木庵(静岡県) 刑部光士郎(栃木県) 升方蓮士(富山県) 市川悠(東京都) 黒川東誠(千葉県)

小学５年生　女子 須崎歩渚(石川県) 渡邊咲希(埼玉県) 松永千尋(福岡県) 佐藤朱莉(青森県) 新木七海(群馬県) 島村安珠(福岡県) 金崎ななせ(青森県) 鄭涵玥(静岡県)

小学６年生　男子 髙橋洸毅(千葉県) 岩本鳳(大阪府) 恒松竜乃介(熊本県) 奥田哲(宮城県) 津田充輝(宮城県) 中戸大和(兵庫県) 斎藤静矢朗(新潟県) 石神絵翔（熊本県）

小学６年生　女子 渡部逢希(石川県) 眞島蘭(東京都) 尾形羽純(宮城県) 長島さら(栃木県) 塚本梓乃(大阪府) 栗原千和(茨城県) 村松鈴夏(静岡県) 富永笑歌(長野県)

中学１年生　男子 笹原要悦(宮城県) 森保公思朗(福岡県) 永倉辰規(栃木県) 室山惺哉(大阪府) 河向成海(東京都) 三浦陽斗(青森県) 藤城慎乃助(大阪府) 刑部慶太郎(栃木県)

中学１年生　女子 大竹紗愛(大阪府) 後藤幸希(大阪府) 中島衣千花(新潟県) 青木南似香（栃木県） 古田紗菜(愛知県) 高谷心咲(茨城県) 岡本芭奈（福井県） 池田莉紗(長野県)

中学２年生　男子 阿部唯人(宮城県) 光井真喜(大阪府) 松並冬馬(茨城県) 森元啓介(埼玉県) 阿部柚貴（宮城県） 尾山敬太郎(千葉県) 泉颯空(大阪府) 芹沢栄音(静岡県)

中学２年生　女子 栗原三佳(茨城県) 河合知花（静岡県） 西井美空(大阪府) 葛西舞瑠々(青森県) 村松瑠夏(静岡県) 清水瑠華(千葉県) 藤田帆乃夏（神奈川県）髙橋凜(秋田県)

中学３年生　男子 関口恵将(東京都) 相川隼絆(大阪府) 石井羚矢(大阪府) 池田真芭(大阪府) 庄司大和(宮城県) 中川漣(茨城県) 谷岡永惟(大阪府) 肉戸海彪(広島県)

中学３年生　女子 吉田杏泉(埼玉県) 竹内陽香(群馬県) 伊藤歌乃(三重県) 保田真里亜(新潟県) 細井月風(京都府) 平野華穂(大阪府) 髙橋凜(千葉県) 遠藤涼(福島県）

団
体
戦

個
人
戦



■文部科学大臣杯　第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会

【形試合】

種目 優勝 準優勝 ３位 敢闘 敢闘 敢闘 敢闘 敢闘

小学生低学年　男子 埼玉県本部（埼玉県） 交野青山支部（大阪府） 加美支部（宮城県）

小学生低学年　女子 埼玉県本部（埼玉県） 福岡県本部（福岡県） 新潟県本部(新潟県)

小学生高学年　男子 埼玉県本部（埼玉県） 東京都本部(東京都) 新潟県本部(新潟県)

小学生高学年　女子 福岡県本部（福岡県） 埼玉県本部（埼玉県） 平内支部（青森県）

中学生　男子 千間台支部(埼玉県) 高崎支部(群馬県) 茨城県本部(茨城県)

中学生　女子 新潟県本部(新潟県) 岐阜県本部（岐阜県） 埼玉県本部(埼玉県)

小学３年生　男子 伊藤翠(大阪府) 髙橋晃太(埼玉県) 田中達哉(長野県) 間瀬太陽(千葉県) 竹内惇(東京都) 中須賀柚人(宮城県) 三澤泰聖(長野県) 河原徹昇(神奈川県)

小学３年生　女子 須田珠蘭(埼玉県) 森結愛(福岡県) 葛西恵美里(青森県) 松永つかさ(千葉県) 髙橋依里(秋田県) 今井嘉恵愛(青森県)　　水田帆南(福岡県) 長谷部琴音(宮城県)

小学４年生　男子 早乙女泰良(栃木県) 長谷川大翔(群馬県) 山根王輝(福岡県) 塚本一平(三重県) 長谷川樂翔(愛知県) 篠崎森(埼玉県) 渡部伊織(石川県) 川原竜也(埼玉県)

小学４年生　女子 冨田実乃莉(新潟県) 江口美緒里(千葉県) 須澤泉天（長野県） 古賀美羽(福岡県) 落久保美弥(三重県) 野村希星(長野県) 澤田真依(福岡県) 武田愛琉(茨城県)

小学５年生　男子 高島旺士朗(埼玉県） 中村風翔(静岡県) 藤田隼颯(神奈川県) 金子陽紀(千葉県) 市川悠(東京都) 大滝暦(埼玉県) 馬場駿乃丞(神奈川県) 柴崎敦雅(岩手県)

小学５年生　女子 工藤釉月(青森県) 後藤凛乃(青森県) 恒吉咲来(福岡県) 大槻瑠美(兵庫県) 芳澤香乃子(長野県) 小板橋楓雅(埼玉県） 東本七美(東京都) 日間賀由麗(三重県)

小学６年生　男子 青木秀幸（東京都） 早田海音(福岡県) 田中大峨(長野県) 田村悠真(大阪府) 飯塚亮太(群馬県) 井上龍(佐賀県) 渡辺睦斗(石川県) 福田慶太(千葉県)

小学６年生　女子 西塚愛純(千葉県) 栗原千和(茨城県) 渡部逢希(石川県) 塚本理心(三重県) 松浦こはる（愛知県） 勝又美優理(静岡県) 山田彩乃(愛知県) 藤嵜杏奈(千葉県)

中学１年生　男子 森山慧音(千葉県) 柴田壮翼(埼玉県) 新川翔太(福岡県) 平島煌太(東京都) 工藤弦(青森県) 井川友翔(茨城県) 栗原秀斗(茨城県) 河向成海（東京都）

中学１年生　女子 中西陽菜多(岡山県) 佐藤美波(東京都） 谷川紗菜(新潟県) 小林希珠(栃木県) 柏木菜々莉(青森県) 岡本彩季(岐阜県) 金子ありあ(東京都) 柳澤瑠衣(長野県)

中学２年生　男子 タンポス悠人(神奈川県) 遠藤暖和(千葉県) 秋本悠真(埼玉県) 宮崎士悠(北海道) 松尾明日葡(神奈川県) 塚本開飛(神奈川県) 石津統優平(兵庫県) 伊藤暖(三重県)

中学２年生　女子 栗原三佳(茨城県) 駒口さくら(新潟県) 原篠苺花(埼玉県) 清水瑠華(千葉県) 野村星奈(長野県) 佐藤愛凜(福岡県) 柳井志姫(新潟県) 望月穂乃楓(静岡県)

中学３年生　男子 龍見侑曉(群馬県) 岡田悠暉(岡山県) 大鹿智之(東京都) 山本勘太(埼玉県) 谷岡永惟(大阪府) 中川漣(茨城県） 小山寛睦(新潟県) 平本大翔(福岡県)

中学３年生　女子 岡部心愛(青森県) 川口柚子(北海道) 石原稜花(富山県) 織戸星(愛知県) 梅原花帆(静岡県) 根津夏妃(群馬県) 後藤瑚波(愛知県) 谷口周(福岡県)
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