
（１）年少・年中 本戦１：００ 延長１：００ 番号若い方が赤

1 牧野雄真 まきの・ゆうま 野澤道場

A4

2 安野煌太朗 やすの・こうたろう 野澤道場

A1

3 白沢幹太 しらさわ・かんた 所沢空手

A6 6

4 山田徳丸 やまだ・とくまる 野澤道場

A2

5 釜田康平 かまだ・こうへい 遊撃館

A5

6 山田 蘭 やまだ・らん 野澤道場

A3

欠 村川海夏斗 むらかわ・かなと 中平道場

（２）年長 本戦１：００ 延長１：００

8 高尾紅葉 たかお・くれは 己道塾

B3

9 柳川 凜 やながわ・りん 野澤道場

B1

欠 小倉颯真 おぐら・はゆま 遊撃館

B7

11 大渕裕生 おおぶち・ひろたか 所沢空手

B4

12 森 悠真 もり・ゆうま 北眞舘

B9 8

13 吉川伊吹 きっかわ・いぶき 野澤道場

B5

14 椎谷吏央 しいや・りお 己道塾

B8

15 安野誠志朗 やすの・せいしろう 野澤道場

B2

16 塚脇 央 つかわき・ひろ 己道塾

B6

17 吉野瑛峻 よしの・えいた 錬掌會



（３）小１－１ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

18 吉見一輝 よしみ・かずき 野澤道場

19 A11濱野杏ず羽 はまの・あずは 己道塾

A7

20 福島獅琉 ふくしま・しりゅう 福島道場

A13

21 水谷虎太郎 みずたに・こたろう 己道塾

A8

22 吉田龍成 よしだ・りゅうせい 遊撃館

A15 20

23 田中 奏 たなか・かなで 己道塾

A9

24 岩崎雅大 いわさき・まさひろ 野澤道場

A14

25 平間 壮 ひらま・そう 己道塾

A10

欠 山本弥生 やまもと・やよい 中平道場 A12

27 久野旭陽 くの・あさひ 己道塾

（４）小１－２ 本戦１：３０ 延長１：００

28 野澤エディ のざわ・えでぃ 野澤道場

B10

29 山崎永貴 やまざき・はるき 中平道場

B14

30 鎌田悠哉斗 かまた・ゆきと 己道塾

B11

31 本橋勇心 もとはし・ゆうしん 中平道場

B16 28

32 庄司健人 しょうじ・けんと 野澤道場

B12

33 川崎まのあ かわさき・まのあ 己道塾

B15

34 小野寺遼雅 おのでら・りょうが 中平道場

B13

35 葛生碧人 くずう・あおと 己道塾



（５）小２－１ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

36 田崎翔大 たざき・しょうだい 極真館

A16

37 羽生翔海 はぎゅう・しょう 常勝会

A20

38 田中大翔 たなか・ひろと 極真館

A17

39 イチロー いちろー 野澤道場

A22 40

40 小澤大和 おざわ・やまと 極真館

A18

41 久島晴陽 くしま・はるひ 己道塾

A21

42 松永淳志 まつなが・あつし 極真館

A19

43 石鍋美遥 いしなべ・みはる 中平道場

（６）小２－２ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

44 柿沼秀行 かきぬま・ひでゆき 北眞舘

B21

45 富上瑠韻 とみかみ・るい 遊撃館

B17

46 B23青木唯音 あおき・ゆいと 鍛志夢会

47 滝沢英太 たきざわ・えいた 中平道場

B18

48 入江 悠 いりえ・はるか 鍛志夢会

B25 53

49 根間優梨 ねま・すぐり 所沢空手

B19

50 太田龍真 おおた・りゅうま 野澤道場

51 B24日下部碧生 くさかべ・あおい 北眞舘

B20

52 青木陽哉 あおき・はるや 鍛志夢会

B22

53 中野竣登 なかの・しゅんと 中平道場



（７）小３－１ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

54 斉藤悠太 さいとう・ゆうた 野澤道場

A26

55 奈須 葵 なす・あおい 白蓮会館

A23

56 鎌田将聖 かまた・しょうせい 己道塾

A28 56

57 福島大河 ふくしま・たいが 福島道場

A24

58 吉田菜々美 よしだ・ななみ 遊撃館

A27

59 斉藤颯太 さいとう・そうた 野澤道場

A25

欠 大森介人 おおもり・かいと 常勝会

（８）小３－２ 本戦１：３０ 延長１：００

61 鈴木柊愉 すずき・しゅうゆ 北眞舘

B29

欠 吉見由佳 よしみ・ゆか 野澤道場

B26

63 中村一磨 なかむら・かずま 朝霞

B31 67

64 吉田陽哉 よしだ・はるや 北眞舘

B27

65 梅津快斗 うめづ・かいと 小手指

B30

66 栗林芽衣子 くりばやし・めいこ 中平道場

B28

67 田山 凌 たやま・りょう 鍛志夢会



（９）小３－３ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

68 須藤 夢 すどう・ゆめ 北眞舘

A32

69 川原悠來 かわはら・ゆら 中平道場

A29

70 金井華楓 かない・かえで 野澤道場

A34 69

71 嘉代陽希 かしろ・はるき 中平道場

A30

72 関根光琉 せきね・ひかる 野澤道場

A33

73 三輪田幸兜 みわた・さきと 野澤道場

A31

欠 矢野和希 やの・かずき 常勝会

（１０）小４～５女子 本戦１：３０ 延長１：００

75 入江 憩 いりえ・いこい 鍛志夢会

B34

76 髙橋蘭心 たかはし・らん 野澤道場

B32

77 久保木澪 くぼき・れい 遊撃館

B36 75

78 根間茉優 ねま・まひろ 所沢空手

B33

79 吉田涼乃 よしだ・すずの 北眞舘

B35

80 吉田莉菜 よしだ・りな 野澤道場



（１１）小４－１ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

81 石鍋陽介 いしなべ・ようすけ 中平道場

A38

82 柿沼圭佑 かきぬま・けいすけ 北眞舘

A35

83 木村颯太 きむら・そうた 小手指

A40 82

84 山口竜威 やまぐち・りゅうい 所沢空手

A36

85 本宮歓太 もとみや・かんた 野澤道場

A39

86 石井璃玖 いしい・りく 北眞舘

A37

87 赤川大心 あかがわ・たいしん 極真館

（１２）小４－２ 本戦１：３０ 延長１：００

88 須藤叶夢 すどう・かなう 北眞舘

B37

89 柴田真杜 しばた・まなと 野澤道場

B41

90 小澤隼人 おざわ・はやと 極真館

B38

91 千葉一輝 ちば・かずき 野澤道場

B43 95

92 千葉優太 ちば・ゆうた 野澤道場

B39

93 内田瑛久 うちだ・てるひさ 北眞舘

B42

94 江森勇羽 えもり・ゆう 鍛志夢会

B40

95 芳賀太翔 はが・だいと 中平道場



（１３）小５ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

96 松本羽功 まつもと・はく 所沢空手

A44

97 大波朋己 おおなみ・ともき 野澤道場

A41

98 田島櫂人 たじま・かいと 中平道場

A46 101

99 高橋真翔 たかはし・まさと 中平道場

A42

100 壁谷功雅 かべや・こうが 野澤道場

A45

101 梅沢 礼 うめざわ・れい 北眞舘

A43

102 千葉 樹 ちば・いつき 中平道場

（１４）小５～６ 本戦１：３０ 延長１：００

103 芳賀 樹 はが・いつき 野澤道場

B47

104 関根武琉 せきね・たける 野澤道場

B44

105 大橋優結 おおはし・ゆい 鍛志夢会

B49 108

106 金井颯汰 かない・そうた 野澤道場

B45

107 秋山航介 あきやま・こうすけ 小手指

B48

108 入江 想 いりえ・こころ 鍛志夢会

B46

109 白田海成 しらた・かいせい 園部道場



（１５）小６－１ 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が赤

110 松岡海夏太 まつおか・かなた 小手指

A49

111 中根 潤 なかね・じゅん 遊撃館

A47

112 吉見龍二 よしみ・りゅうじ 野澤道場

A51 110

113 赤川美乙 あかがわ・みお 極真館

A48

114 篠塚陸人 しのつか・りくと 遊撃館

A50

115 渋谷粋人 しぶや・きよと 中平道場

（１６）小６－２ 本戦１：３０ 延長１：００

116 吉野颯真 よしの・そうま 錬掌會

B52

117 林 祐也 はやし・ゆうや 野澤道場

B50

欠 佐藤優雲 さとう・ゆううん 遊撃館

B54 116

119 磯田紫舜那 いそだ・しよな 小手指

B51

120 関口 蓮 せきぐち・れん 中平道場

B53

121 葛生明良 くずう・あきら 己道塾



（１７）中１～２ 本戦１：３０ 延長１：３０ 番号若い方が赤

122 藤川 匠 ふじかわ・たくみ 極真館

A53

123 日下部圭吾 くさかべ・けいご 北眞舘

A52 A55 122

124 歌川誠己 うたがわ・まさき 己道塾

125 奈須 翼 なす・つばさ 白蓮会館

A54

126 ファブリシオ ふぁぶりしお 野澤道場

（１８）中２～高１ 本戦１：３０ 延長１：３０

127 水貝 蓮 みずかい・れん 遊撃館

A57

欠 千葉大晟 ちば・たいせい 中平道場

A56 A59 131

129 南光健太郎 北眞舘なんこう・けんたろう

130 飯島康介 いいじま・こうすけ 遊撃館

A58

131 倉岡海斗 くらおか・かいと 北眞舘

（１９）一般～壮年初級 本戦１：３０ 延長１：３０

132 本橋 悟 もとはし・さとる 中平道場

B55

133 吉田武司 よしだ・たけし 北眞舘

B57 132

134 吉川 忍 きっかわ・しのぶ 野澤道場

B56

135 山本聖悟 やまもと・しょうご 北眞舘



（２０）一般～壮年中上級 本戦１：３０ 延長１：３０ 番号若い方が赤

136 小菅康幸 こすげ・やすゆき 北眞舘

B61

137 奈須孝志 なす・たかし 白蓮会館

B58

欠 吉見栄記 よしみ・ひでき 野澤道場

B63 140

欠 丹沢和貴 たんざわ・かずき 中平道場

B59

140 中村匡行 なかむら・まさゆき 誠真会館

B62

141 林 秀一 はやし・ひでかず 白蓮会館

B60

142 芳賀康夫 はが・やすお 野澤道場


