
第１７回 野澤道場練習試合 (１)

◆年中男女混合 本戦１：００ 延長１：００ 番号若い方が白

1 岡本東真 (おかもと・はるま) 誠真会館

A5
2 佐野天斗 (さの・たかと) 野澤道場

A1
3 高尾楓月 (たかお・ふづき) 己道塾

D8 優勝 岡本東真

4 小野寺航輝 (おのでら・こうき) 北斗會

A2
5 高澤心和 (たかざわ・ここな) 野澤道場 準優勝 小野寺航輝

A6
6 水谷心太郎 (みずたに・しんたろう) 己道塾

A3
7 山田徳丸 (やまだ・とくまる) 野澤道場

◆年長男女混合 本戦１：００ 延長１：００

8 木下琴音 (きのした・ことね) 誠真会館

A7
9 牧野雄真 (まきの・ゆうま) 野澤道場

A4
10 D9松田留禾 (まつだ・るか) 総極真 優勝 松田留禾

11 山田 蘭 (やまだ・らん) 野澤道場

A8 準優勝 釜田康平

12 釜田康平 (かまだ・こうへい) 遊撃館

◆小１男女混合(白帯） 本戦１：３０ 延長１：００

13 森 唯斗 (もり・ゆいと) 野澤道場

A14
14 本田瑞統 (ほんだ・みずと) 総極真

A9
15 D10武田龍一 (たけだ・りゅういち) 野澤道場 優勝 本田瑞統

16 吉田優惺 (よしだ・ゆうせい) 野澤道場

A15 準優勝 吉田優惺

17 小倉颯真 (おぐら・はゆま) 遊撃館



第１７回 野澤道場練習試合 (２)

◆小１男女混合(６～１０級） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

18 高尾紅葉 (たかお・くれは) 己道塾

A10
19 滋野陽友 (しげの・はるとも) 野澤道場

A16
20 森 悠真 (もり・ゆうま) 北眞舘

A11
21 齋藤萌叶 (さいとう・もか) 鍛志夢会

D11 優勝 岩佐優来

22 吉川伊吹 (きっかわ・いぶき) 野澤道場

A12
23 岩佐優来 (いわさ・ゆうき) 総極真 準優勝 森 悠真

A17
24 吉野瑛峻 (よしの・えいた) 錬掌會

A13
25 佐久間慶次郎（さくま・けいじろう） ＦＢ

◆小２男女混合(９級～白帯） 本戦１：３０ 延長１：００

26 水谷虎太郎 (みずたに・こたろう) 己道塾

A22
27 懸田紗衣 (かけだ・さえ) ＦＢ

A18
28 A30岩崎雅大 (いわさき・まさひろ) 野澤道場

29 土井陽輝 (どい・はるき) 総極真

A23
30 吉田龍成 (よしだ・りゅうせい) 遊撃館

D12 優勝 土井陽輝

31 坂詰蒼空 (さかつめ・そら) 己道塾

A24
32 佐藤千紘 (さとう・ちひろ) 白蓮会館 準優勝 濱野杏ず羽

33 A31吉見一輝 (よしみ・かずき) 野澤道場

A19
34 三浦大智 (みうら・だいち) 総極真

A25
35 濱野杏ず羽 (はまの・あずは) 己道塾



第１７回 野澤道場練習試合 (３)

◆小２男女混合（３級～白帯） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

36 宮崎創司郎 (みやざき・そうしろう) 白蓮会館

A26
37 大久保芹衣(おおくぼ・せりい) 野澤道場

A20
38 A32鎌田悠哉斗 (かまた・ゆきと) 己道塾

39 工藤真大 (くどう・みひろ) ＦＢ

A27
40 葛生碧人 (くずう・あおと) 己道塾

D13 優勝 宮崎創司郎

41 関根瑠威 (せきね・るい) 誠親館

A28
42 和気渉悟 (わけ・しょうご) ＦＢ 準優勝 野澤エディ

43 A33川崎まのあ (かわさき・まのあ) 己道塾

A21
44 萩原正義 (はぎわら・せいぎ) 白蓮会館

A29
45 野澤エディ (のざわ・えでぃ) 野澤道場

◆小３男子（９級～白帯） 本戦１：３０ 延長１：００

46 中川遼晟 (なかがわ・りょうせい) 総極真

B1
47 本田雅哉 (ほんだ・まさや) 野澤道場

48 B15李 奥 (り・おう) 野澤道場

B2
49 久島晴陽 (くしま・はるひ) 己道塾

B9
50 秋元颯斗 (あきもと・はやと) 野澤道場

B3
51 村島悠斗 (むらしま・ゆうと) 元制会

D14 優勝 中川遼晟

52 岩崎智紀 (いわさき・ともき) 野澤道場

B4
53 飯坂虎生 (いいさか・とらい) 獅正会 準優勝 岩崎智紀

B10
54 村田悠槙 (むらた・ゆうま) 野澤道場

B5
55 B16稲田暉士 (いなだ・きりと) 鍛志夢会

56 蓮見優弥 (はすみ・ゆうや) 誠親館

B6
57 菊地蒼空 (きくち・あおい) 野澤道場



第１７回 野澤道場練習試合 (４)

◆小３男子（７～８級） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

58 永橋 陸 (ながはし・りく) ＦＢ

B11
59 岩佐拓海 (いわさ・たくみ) 総極真

B7
60 B17八重樫仁 (やえがし・じん) 白蓮会館

61 日下部碧生 (くさかべ・あおい) 北眞舘

B12
欠 大芝涼介 (おおしば・りょうすけ) 白蓮会館

D15 優勝 柿沼秀行

63 佐藤開慈 (さとう・かいじ) 白蓮会館

B13
64 杉岡 凌 (すぎおか・りょう) 総極真 準優勝 岩佐拓海

65 B18谷脇風真 (たにわき・ふうま) 心錬館

B8
66 伊藤伸之介(いとう・しんのすけ) 総極真

B14
67 柿沼秀行 (かきぬま・ひでゆき) 北眞舘

◆小３男子（２～６級） 本戦１：３０ 延長１：００

68 黒澤快斗 (くろさわ・かいと) 誠親館

B24
69 嶋田陽向 (しまだ・ひなた) 誠親館

B19
70 B30太田龍真 (おおた・りゅうま) 野澤道場

71 大浜広海 (おおはま・ひろみ) 誠親館

B25
72 D16岡本一真 (おかもと・かずま) 誠真会館 優勝 岡本一真

73 新井宥雅 (あらい・ゆうが) 誠親館

B26 準優勝 新井宥雅

74 滝沢英太 (たきざわ・えいた) 北斗會

B31
75 青木唯音 (あおき・ゆいと) 鍛志夢会

B27
76 新井理央 (あらい・りお) 誠親館



第１７回 野澤道場練習試合 (５)

◆小４男子（８～１０級） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

77 森澤友貴 (もりさわ・ともき) 獅正会

B20
78 三浦惶成 (みうら・こうせい) 総極真

B28
79 斉藤悠太 (さいとう・ゆうた) 野澤道場

B21
80 浅野瑛多 (あさの・えいた) 白蓮会館

D17 優勝 村上龍太郎

81 斉藤颯太 (さいとう・そうた) 野澤道場

B22
82 吉田莉玖 (よしだ・りく) 心錬館 準優勝 森澤友貴

B29
83 村上龍太郎 (むらかみ・りゅうたろう) 総極真

B23
84 佐藤日祥 (さとう・ひさき) 心錬館

◆小４男子（６～７級） 本戦１：３０ 延長１：００

85 鎌田將聖 (かまた・しょうせい) 己道塾

C4
86 萩原仁義 (はぎわら・じんぎ) 白蓮会館

C1
87 C10懸田祥晴 (かけだ・よしはる) ＦＢ

88 鈴木柊愉 (すずき・しゅうゆ) 北眞舘

C5
89 熊沢 羚 (くまざわ・れい) ＦＢ

D18 優勝 藤井陽大

90 西村佑真 (にしむら・ゆうま) ＦＢ

C6
91 吉田陽哉 (よしだ・はるや) 北眞舘 準優勝 萩原仁義

92 C11佐久間景虎 (さくま・かげとら) ＦＢ

C2
93 藤井陽大 (ふじい・ひなた) 北斗會

C7
94 西野真輝 (にしの・まさき) 白蓮会館



第１７回 野澤道場練習試合 (６)

◆小４男子（２～５級） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

95 木下龍星 (きのした・りゅうせい) 誠真会館

C8
96 奥冨快人 (おくとみ・かいと) 元制会

C3
97 E9横田珠生 (よこた・しゅい) 誠親館 優勝 木下龍星

98 川原悠來 (かわはら・ゆら) 北斗會

C9 準優勝 川原悠來

99 須藤 夢 (すどう・ゆめ) 北眞舘

◆小５男子（５級～白帯） 本戦１：３０ 延長１：００

100 柿沼圭佑 (かきぬま・けいすけ) 北眞舘

C14
101 李 臻豪 (り・しんご) ＦＢ

E10 優勝 田島祥大

102 齊藤 翔 (さいとう・かける) 獅正会

C15
103 田島祥大 (たじま・しょうた) 誠真会館 準優勝 柿沼圭佑

◆小５男子（１～４級） 本戦１：３０ 延長１：００

104 須藤叶夢 (すどう・かなう) 北眞舘

C16
105 柴田真杜 (しばた・まなと) 野澤道場

C12
106 嶋田歩夢 (しまだ・あゆむ) 誠親館

E11 優勝 柿沼栄隆

107 内田瑛久 (うちだ・てるひさ) 北眞舘

C13
108 奥冨悠人 (おくとみ・ゆうと) 元制会 準優勝 須藤叶夢

C17
109 柿沼栄隆 (かきぬま・えいりゅう) 夏目道場



第１７回 野澤道場練習試合 (７)

◆小６男子（６～１０級名） 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

110 梅沢 礼 (うめざわ・れい) 北眞舘

C25
111 壁谷功雅 (かべや・こうが) 野澤道場

C18
欠 谷脇天真 (たにわき・てんま) 心錬館

E12 優勝 梅沢 礼

113 本多亮介 (ほんだ・りょうすけ) 北眞舘

C19
114 大波朋己 (おおなみ・ともき) 野澤道場 準優勝 安達生太

C26
115 古泉地生 (こいずみ・ちいき) 遊撃館

C20
116 安達生太 (あだち・おうた) 北眞舘

◆小６男子（初段～５級） 本戦１：３０ 延長１：００

117 金井颯汰 (かない・そうた) 野澤道場

C21
118 日高来夢 (ひだか・らいむ) ＦＢ

C27
119 長野晃大 (ながの・こうだい) 北眞舘

C22
欠 工藤真己 (くどう・まさき) ＦＢ

E13 優勝 芳賀 樹

121 西村一真 (にしむら・かずま) ＦＢ

C23
122 日向寺拓海 (ひゅうがじ・たくみ) 遊撃館 準優勝金井颯汰

C28
123 遠藤勇志 (えんどう・ゆうし) 白蓮会館

C24
124 芳賀 樹 (はが・いつき) 野澤道場



第１７回 野澤道場練習試合 (８)

◆小３～４女子 本戦１：３０ 延長１：００ 番号若い方が白

125 松田理央 (まつだ・りお) 総極真

C32
126 富上瑠韻 (とみかみ・るい) 遊撃館

C29
127 武田真桜 (たけだ・まお) ＦＢ

E14 優勝 松田理央

128 田島麻姫 (たじま・あさひ) 心錬館

C30
129 吉田菜々美 (よしだ・ななみ) 遊撃館 準優勝 金井華楓

C33
130 金井華楓 (かない・かえで) 野澤道場

◆小５～６女子 本戦１：３０ 延長１：００

131 吉田涼乃 (よしだ・すずの) 北眞舘

C34
132 坂本紗菜 (さかもと・さな) 心錬館

C31
133 E15髙橋蘭心 (たかはし・らん) 野澤道場 優勝 坂本紗菜

134 大山苺花 (おおやま・まいか) 遊撃館

C35 準優勝 大久保沙彩

135 大久保沙彩 (おおくぼ・さあや) 野澤道場

◆中学女子 本戦１：３０ 延長１：３０

野澤サリー 杉岡 凜 佐藤梨花

136 野澤サリー (のざわ・さりー) 野澤道場 × ○ １勝 １負

137 E1杉岡 凜 (すぎおか・りん) 総極真 ○ ○ ２勝 ０負

138 E5 E8佐藤梨花 (さとう・りんか) 白蓮会館 × × ０勝 ２負

優勝 杉岡 凜

準優勝 野澤サリー



第１７回 野澤道場練習試合 (９)

◆中学１年男子 本戦１：３０ 延長１：３０ 番号若い方が白

139 伴 遙斗（ばん・はると） ＦＢ

D2
140 中根 潤 (なかね・じゅん) 遊撃館

D6
141 篠塚陸人 (しのつか・りくと) 遊撃館

D3
142 増田大河 (ますだ・たいが) 獅正会

E16 優勝 伴 遙斗

143 吉見龍二 (よしみ・りゅうじ) 野澤道場

D4
144 佐藤優雲 (さとう・ゆううん) 遊撃館 準優勝 吉見龍二

145 D7渋谷粋人 (しぶや・きよと) 北斗會

D1
欠 町田 涼 (まちだ・りょう) 遊撃館

D5
147 服部一歩 (はっとり・かずほ) 獅正会

◆中学２～３年男子 本戦１：３０ 延長１：３０

148 倉岡海斗 (くらおか・かいと) 北眞舘

E6
欠 登山 蓮 (とやま・れん) 野澤道場

E2
150 E17中村公亮 (なかむら・こうすけ) 元制会 優勝 倉岡海斗

151 日下部圭吾 (くさかべ・けいご) 北眞舘

E7 準優勝 八木原翔輝

152 八木原翔輝 (やぎはら・しょうき) 獅正会

◆壮年男子 本戦１：３０ 延長１：００

153 芳賀康夫 (はが・やすお) 野澤道場

E3
154 吉田武司 (よしだ・たけし) 北眞舘

E18 優勝 吉田武司

155 小菅康幸 (こすげ・やすゆき) 北眞舘

E 4
156 松嶋朝則 (まつしま・とものり) 誠真会館 準優勝 小菅康幸



試し割り試合

小１～小２クラス 手刀 正拳 エンピ 準決勝 決勝

14 本田瑞統 ほんだ・みずと 総極真 ○ ○ ○ × ―

19 滋野陽友 しげの・はるとも 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

20 森 悠真 もり・ゆうま 北眞舘 ○ ○ ○ × ―

24 吉野瑛峻 よしの・えいた 錬掌會 ○ ○ ○ × ―

32 佐藤千紘 さとう・ちひろ 白蓮会館 ○ ○ ○ × ―

33 吉見一輝 よしみ・かずき 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

39 工藤真大 くどう・みひろ ＦＢ ○ ○ ○ × ―

42 和気渉悟 わけ・しょうご ＦＢ ○ ○ ○ ◎ ×

44 萩原正義 はぎわら・せいぎ 白蓮会館 ○ × ― × ―

45 野澤エディ のざわ・えでぃ 野澤道場 ○ ○ ○ ◎ ●

小３～小４クラス 手刀 正拳 エンピ 準決勝 決勝

46 中川遼晟 なかがわ・りょうせい 総極真 ○ ○ ○ × ―

47 本田雅哉 ほんだ・まさや 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

52 岩崎智紀 いわさき・ともき 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

53 飯坂虎生 いいさか・とらい 獅正会 ○ ○ ○ × ―

64 杉岡 凌 すぎおか・りょう 総極真 ○ ○ ○ ◎ ●

66 伊藤伸之介 いとう・しんのすけ 総極真 ○ ○ ○ ◎ ×

77 森澤友貴 もりさわ・ともき 獅正会 ○ ○ ○ × ―

86 萩原仁義 はぎわら・じんぎ 白蓮会館 ○ ○ ○ × ―

94 西野真輝 にしの・まさき 白蓮会館 ○ ○ ○ ◎ ●

99 須藤 夢 すどう・ゆめ 北眞舘 ○ ○ ○ × ―

125 松田理央 まつだ・りお 総極真 ○ ○ ○ ◎ ●

130 金井華楓 かない・かえで 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

小５～小６クラス 手刀 正拳 エンピ 準決勝 決勝

102 齊藤 翔 さいとう・かける 獅正会 × ― ― ― ―

104 須藤叶夢 すどう・かなう 北眞舘 ○ ○ ○ × ―

105 柴田真杜 しばた・まなと 野澤道場 ○ ○ ○ × ―

117 金井颯汰 かない・そうた 野澤道場 ○ ○ ○ ◎ ●

118 日高来夢 ひだか・らいむ ＦＢ ○ ○ ○ ◎ ●

120 工藤真己 くどう・まさき ＦＢ ○ ○ ○ × ―

124 芳賀 樹 はが・いつき 野澤道場 ○ ○ ○ ◎ ●


