
【試し割り試合】

＜幼年の部＞

優勝 準優勝 第３位

手刀 エンピ 足刀 合計 手刀 エンピ 足刀

１ 鈴木大翔 すずき ひろと 野澤道場

２ 宮井 翼 みやい つばさ 野澤道場

３ 日向舶斗 ひなた はくと 野澤道場

＜小１～小２の部＞

優勝 準優勝 第３位

手刀 エンピ 正拳 合計 手刀 エンピ 正拳

４ 小川結輝 おがわ ゆうき 野澤道場

５ 貝塚那知 かいづか なち 俊英塾

６ 久間明彦 きゅうま あきひこ 俊英塾

＜小３～小４の部＞

優勝 準優勝 第３位

手刀 エンピ 正拳 合計 手刀 エンピ 正拳

７ 野澤エディ のざわ えでぃ 野澤道場

８ 日向優竜 ひなた うりゅう 野澤道場

９ 安達結人 あだち ゆうと 誠真会館

１０ 森 唯斗 もり ゆいと 野澤道場

１１ 小川泰輝 おがわ たいき 野澤道場

＜小５～小６の部＞

優勝 準優勝 第３位

手刀 エンピ 正拳 合計 手刀 エンピ 正拳

１２ 金井華楓 かない かえで 野澤道場

１３ 吉沢星龍 よしざわ しょうり 俊英塾

１４ 中村太一 なかむら たいち 誠真会館

１５ 村上公望 むらかみ まさみ 常勝会

１６ 仲道希望 なかみち のぞむ 正拳会

＜中高生の部＞

優勝 準優勝 第３位

手刀 エンピ 正拳 合計 手刀 エンピ 正拳

１７ 芳賀 樹 はが いつき 野澤道場

１８ 金井颯汰 かない そうた 野澤道場

１９ 野澤サリー のざわ さりー 野澤道場

２０ 関根武琉 せきねたける 野澤道場

― ―３



＜年中の部・５名＞ 本戦１分、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

２１ 井上 豪 いのうえ ごう 106/17 光誠会

A43
２２ 宮井 翼 みやい つばさ 108/19 野澤道場

A26
２３ 森 俊喜 ３決もり しゅんき 101/17 A53 A58遊撃館

２４ 森 貴弘 もり たかひろ 103/18 遊撃館

A44
２５ 鈴木大翔 すずき ひろと 111/19 野澤道場

＜年長の部・１２名＞ 本戦１分、延長１分

優勝 準優勝 第３位

２６ 代 翼 だい つばさ 115/23 常勝会

A27
２７ 藤枝朔汰 ふじえだ さくた 121/26 遊撃館

A5
２８ 横田翔太郎 よこた しょうたろう 115/25 野澤道場

A45
２９ 増山碧斗 ましやま あおと 114/20 練心塾

A6
３０ 井上萠泉 いのうえ めい 110/20 誠心会

A28
３１ 吉澤龍之介 よしざわ りゅうのすけ 109/19 昭武館荒川道場

３決 A54 A59
３２ 日向舶斗 ひなた はくと 115/21 野澤道場

A29
３３ 松田一冴 まつだ いっさ 113/22 遊撃館

A7
３４ 佐々木夢翔 ささき ゆめと 116/20 誠真会館新座道場

A46
３５ 加藤眞啓 かとう まひろ 118/20 致道会館上山道場

A8
３６ 野村侑璃 のむら ゆり 116/21 心錬館

A30
３７ 新行内圭吾 しんぎょううち けいご 114/21 極真館山田道場

― ―４



＜小１初級の部・１２名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

３８ 小川結輝 おがわ ゆうき 115/22 野澤道場

A31
３９ 村田龍之介 むらた りゅうのすけ 122/23 誠心会

A9
４０ 行弘夕星 ゆくひろ ゆうせい 117/21 誠真会館新座道場

A47
４１ 貝塚那知 かいづかなち 121/31 俊英塾

A10
４２ 贄田琉希安 にえだ るきあ 113/24 武久奄熊谷道場

A32
４３ 二場琉斗 ふたば るいと 120/21 誠真会館杉並道場

３決 A55 A60
４４ 内田晃雅 うちだ こうが 118/23 練心塾

A33
４５ 久間明彦 きゅうま あきひこ 124/28 俊英塾

A11
４６ 松浦 創 まつうら はじめ 123/23 誠真会館杉並道場

A48
４７ 佐々木美央菜 ささき みおな 120/25 誠真会館新座道場

A12
４８ 佐藤弘之佐 さとう ひろのすけ 130/30 北眞舘

A34
４９ 杉山 麓 すぎやま ろく 121/28 誠真会館杉並道場

＜小１中上級の部・１３名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

５０ 小泉 廉 こいずみ れん 125/28 極真館山田道場

A35
５１ 鈴木大心 すずき だいご 119/23 松栄塾

A13
５２ 福場大晴 ふくばたいせい 123/23 誠真会館清瀬道場

A49
５３ 髙橋佑輔 たかはし ゆうすけ 120/25 総極真橋本道場

A14
５４ 髙野花菜子 たかの かなこ 117/20 拳友会中山道場

A36
５５ 大澤ティオ おおさわ てぃお 122/23 誠真会館清瀬道場

A15
５６ 渡邉蒼生 わたなべ あおい 125/26 光誠会

３決 決１A56
５７ 藤井結大 ふじい ゆうき 122/23 誠真会館清瀬道場

A37
５８ 河野友弦 こうの ゆづる 126/33 全極真清水道場

A16
５９ 水谷心大郎 みずたに しんたろう 129/27 己道塾辻道場

A50
６０ 秋田祐誠 あきた ゆうせい 124/24 誠真会館東伏見道場

A17
６１ 新堀耀大 しんぼり ようた 120/23 拳成塾

A38
６２ 大久保椎珂 おおくぼ しいか 122/26 野澤道場

― ―５



＜小２初級の部・２０名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

６３ 坪井夏海 つぼい なつみ 125/30 誠真会館新座道場

A18
６４ 揚原愛翔 あげはら まなと 131/36 己道塾辻道場

６５ 鈴木一吾 すずき いちご 132/27 A39練心塾

A1
６６ 立澤脩大 たつざわ ゆうた 123/25 鍛志夢会

A19
６７ 濱口尚起 はまぐち なおき 122/24 誠真会館東伏見道場

A51
６８ 中澤壱心 なかざわ いっしん 132/28 心錬館

A20
６９ 渋谷海斗 しぶや かいと 132/35 昭武館荒川道場

A2
７０ 中山蓮希 なかやま はずき 128/26 A40拳友会中山道場

７１ 根本唯希 ねもと ゆいき 117/23 誠真会館東伏見道場

A21
７２ 杉本 然 すぎもと ぜん 126/23 拳成塾

３決 A57 A61
７３ 小川雄大 おがわ ゆうた 138/34 誠真会館東伏見道場

A22
７４ 本田凌士 ほんだ りょうじ 132/39 重心会

７５ 濱崎寿々 はまさき すず 129/25 A41拳友会中山道場

A3
７６ 大澤舞桜愛 おおさわ まりあ 130/28 誠真会館清瀬道場

A23
７７ 野村泰生 のむら たいせい 125/26 心錬館

A52
７８ 関口 融 せきぐち とおる 128/29 誠真会館東伏見道場

A24
７９ 島田大駕 しまだ たいが 131/32 昭誠会

A4
８０ 上甲満斗 じょうこう みちと 126/27 A42遊撃館

８１ 黒田一喜 くろだ いっき 123/23 誠真会館杉並道場

A25
８２ 高橋由衣 たかはし ゆい 127/29 鍛志夢会

― ―６



＜小２中上級の部・１６名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

８３ 川上雄太郎 かわかみ ゆうたろう 128/26 誠真会館杉並道場

B1

８４ 猪瀬誠生 いのせ ともき 126/28 昭武館荒川道場

B16

８５ 横田龍太郎 よこた りゅうたろう 121/25 野澤道場

B2

８６ 新行内悠吾 しんぎょううち ゆうご 127/31 極真館山田道場

B28

８７ 戸田水蓮 とだ すいれん 122/24 光誠会

B3

８８ 小田島凜久 おだしま りく 122/22 拳友会中山道場

B17

８９ 小林天則 こばやし たかのり 125/26 致道会館山辺道場

B4

９０ 松﨑双獅 まつざき そうし 125/27 超越塾上尾支部

３決 決２B34

９１ 山本琉士郎 やまもと りゅうじろう 137/47 拳友会中山道場

B5

９２ 田中奏輔 たなか そうすけ 139/34 拳蹴塾

B18

９３ 大木龍己 おおき たつき 130/32 練心塾

B6

９４ 森 万葉 もり かずは 130/25 拳成塾

B29

９５ 加藤将人 かとう まさと 125/26 昭武館荒川道場

B7

９６ 関口雄介 せきぐち ゆうすけ 132/29 心希道

B19

９７ 田村楓真 たむらふうま 129/33 北眞舘

B8

９８ 南部 晴 なんぶ はる 127/27 誠真会館杉並道場

― ―７



＜小３男子初級の部・１６名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

９９ 上田爽生 うえだ さつき 135/33 誠真会館東伏見道場

B37

１００ 田中雄万 たなか ゆうま 135/45 遊撃館

B53

１０１ 黒田 湊 くろだ そう 125/24 誠心会

B38

１０２ 酒井啓輔 さかい けいすけ 138/34 誠真会館東伏見道場

B69

１０３ 牧田真人 まきた まなと 135/28 誠真会館東伏見道場

B39

１０４ 小川泰輝 おがわ たいき 124/26 野澤道場

B54

１０５ 小林祐太 こばやし ゆうた 137/31 誠真会館秋津道場

B40

１０６ 奈良天平 なら てんぺい 148/42 己道塾辻道場

３決 B77 B81

１０７ 永田 幹 ながた みき 134/29 精鋭会

B41

１０８ 下立龍駕 しもだて りゅうが 132/39 誠心会

B55

１０９ 増山瑛大 ましやま えいた 128/25 練心塾

B42

１１０ 牧本悠真 まきもと ゆうま 136/34 誠真会館東伏見道場

B70

１１１ 星 侑真 ほし ゆうま 130/35 誠真会館東伏見道場

B43

１１２ 松田大輝 まつだ だいき 130/47 遊撃館

B56

１１３ 岸本旺志郎 きしもと おうしろう 135/29 拳友会中山道場

B44

１１４ 大仁田陽太 おおにた ひなた 131/33 己道塾辻道場

― ―８



＜小３男子中上級の部・１２名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

１１５ 堀田愛斗 ほりた まなと 130/27 昭武館荒川道場

B57
１１６ 荒井勇輝 あらい ゆうき 122/23 誠真会館東伏見道場

B45
１１７ 大江琉偉 おおえ るい 126/28 昭誠会

B71
１１８ 冨山絢翔 とみやま けんと 133/34 拳友会中山道場

B46
１１９ 川合勇信 かわい ゆうしん 137/33 誠真会館清瀬道場

B58
１２０ 森 唯斗 もり ゆいと 130/29 野澤道場

３決 決３B78
１２１ 下見謙太 しもみ けんた 132/32 昭誠会

B59
１２２ 鈴木陽仁 すずき あきと 132/31 夏目道場

B47
１２３ 藤井敬大 ふじい けいた 123/24 誠真会館清瀬道場

B72
１２４ 小山将輝 こやま まさき 123/26 極真館川越道場

B48
１２５ 鎌田樹希 かまだ いつき 133/27 誠真会館新座道場

B60
１２６ 高尾紅葉 たかお くれは 140/32 己道塾辻道場

＜小４男子初級の部・１０名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

１２７ 戸田龍水 とだ りゅうすい 144/47 光誠会

B61
１２８ 吉見一輝 よしみ かずき 130/30 野澤道場

B49
１２９ 安達結人 あだち ゆうと 140/34 B73誠真会館東伏見道場

１３０ 小田島悠翔 おだしま ゆうと 145/38 拳友会中山道場

B62
１３１ 贄田啓吾 にえだ けいご 132/47 武久奄熊谷道場

３決 B79 B82
１３２ 金子敬亮 かねこ けいすけ 147/44 致道会館上山道場

B63
１３３ 髙山蒼梧 たかやま そうご 137/32 拳友会中山道場

１３４ 日向優竜 ひなた うりゅう 142/43 B74野澤道場

B50
１３５ 五十嵐夕輝 いがらし ゆずき 128/24 誠真会館東伏見道場

B64
１３６ 山本蒼士郎 やまもと そうしろう 150/48 拳友会中山道場

― ―９



＜小３～小４女子の部・９名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上段赤、下段白

優勝 準優勝 第３位

１３７ 重松栄麻 しげまつ えま 137/32 松栄塾

B20
１３８ 清川栞楠 きよかわ かんな 130/29 北眞舘

B9
１３９ 髙野芽衣子 たかの めいこ 131/27 B30拳友会中山道場

１４０ 中野紗希 なかの さき 132/34 昭誠会

B21
１４１ 矢作雅妃 やはぎ みやび 127/27 極真館川越道場

３決 決４B35
１４２ 渡邉歩花 わたなべ あゆか 124/24 超越塾上尾支部

B22
１４３ 新堀紗奈 しんぼり さな 131/31 拳成塾

B31
１４４ 木村香音 きむら かのん 140/32 拳友会中山道場

B23
１４５ 大久保芹衣 おおくぼ せりい 142/38 野澤道場

＜小４男子中上級の部・１０名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

１４６ 川崎まのあ かわさき まのあ 140/41 己道塾辻道場

B65
１４７ 渡邉陸友 わたなべりくと 130/33 超越塾上尾支部

B51
１４８ 早乙女桜ノ心さおとめ おうのしん 138/40 B75極真拳武會岩田道場

１４９ 村上拓矢 むらかみ たくや 140/35 野澤道場

B66
１５０ 松﨑康太 まつざき こうた 143/32 拳成塾

３決 決５B80
１５１ 水谷虎太郎 みずたに こたろう 135/28 己道塾辻道場

B67
１５２ 波多野毬矢 はたの まりや 130/31 練心塾

１５３ 永田 蒼 ながたそう 136/30 B76精鋭会

B52
１５４ 岩野歩夢 いわの あゆむ 137/32 拳友会中山道場

B68
１５５ 野澤エディ のざわ えでぃ 145/43 野澤道場

― ―１０



＜小５男子初中級の部・８名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

１５６ 加藤 諒 かとう りょう 156/55 己道塾辻道場

C32
１５７ 中村太一 なかむら たいち 140/33 誠真会館東伏見道場

C49
１５８ 中山誠那 なかやま せな 140/34 拳友会中山道場

C33
１５９ 谷脇風真 たにわき ふうま 145/41 心錬館

３決 C61 C67
１６０ 鈴木春之介 すずき しゅんのすけ 142/36 俊英塾

C34
１６１ 清川空桜 きよかわ すばる 143/36 北眞舘

C50
１６２ 小倉優人 おぐら ゆうと 129/29 獅正会

C35
１６３ 青木唯音 あおき ゆいと 140/41 鍛志夢会

＜小５男子上級の部・１４名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

１６４ 松﨑光輝 まつざき こうき 142/41 超越塾上尾支部

B24
１６５ 羽生翔海 はぎゅう しょう 132/27 常勝会

B10
１６６ 落合健心 おちあい けんしん 140/37 極真館山田道場

B32
１６７ 雨間拓己 あめま たくみ 137/32 精鋭会

B11
１６８ 冨田聖羅 とみた せら 144/35 野澤道場

B25
１６９ 下見創梧 しもみ そうご 142/38 昭誠会

B12
１７０ 濱口由統 はまぐち ゆうと 150/39 誠真会館東伏見道場

３決 決６B36
１７１ 金谷一平 かなや いっぺい 144/41 超越塾上尾支部

B13
１７２ 長谷川蒼空 はせがわ そら 145/34 拳蹴塾

B26
１７３ 遠藤麗司 えんどう れいじ 153/38 理心館

B14
１７４ 山﨑優叶 やまざき ゆうと 145/38 精鋭会

B33
１７５ 水野裕翔 みずの まさと 139/37 超越塾上尾支部

B15
１７６ 荒井隆汰 あらい りゅうた 154/39 誠心会

B27
１７７ 田代賢晟 たしろ けんせい 138/34 極真会館根本道場

― ―１１



＜小６男子初中級の部・６名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

１７８ 石井 颯 いしい はやて 157/46 己道塾辻道場

C51
１７９ 吉沢星龍 よしざわ しょうり 160/70 俊英塾

C36
１８０ 中村一磨 かむら かずま 145/53 誠真会館朝霞道場

３決 C62 C68
１８１ 仲道希望 なかみち のぞむ 164/60 正拳会青戸道場

C37
１８２ 増山裕介 ましやま ゆうすけ 152/39 練心塾

C52
１８３ 三浦碧斗 みうら りくと 143/42 誠真会館秋津道場

＜小５～小６女子の部・１１名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

１８４ 森本愛深 もりもと あいみ 163/50 俊英塾

C38
１８５ 吉見由佳 よしみ ゆか 165/67 野澤道場

C53
１８６ 斉藤愛琉 さいとう みある 136/35 鍛志夢会

C29
１８７ 村田心美 むらた ここみ 138/32 拳友会中山道場

C39
１８８ 藤原杏佳 ふじはら きょうか 159/46 誠真会館東伏見道場

３決 決７C63
１８９ 川合ひより かわい ひより 150/47 誠真会館清瀬道場

C40
１９０ 勝股あいら かつまた あいら 149/42 昭誠会

C30
１９１ 木村美沙希 きむら みさき 156/45 拳友会中山道場

C54
１９２ 高橋 凛 たかはし りん 142/38 鍛志夢会

C31
１９３ 岸本乃々子 きしもと ののこ 153/42 拳友会中山道場

C41
１９４ 金井華楓 かない かえで 149/42 野澤道場

― ―１２



＜小６男子上級の部・８名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

１９５ 中野湊太 なかの そうた 147/42 昭誠会

C1

１９６ 矢野和希 やの かずき 140/40 常勝会

C12

１９７ 鈴木将心 すずき しょうご 141/31 松栄塾

C2

１９８ 菊池良太 きくち りょうた 150/47 拳蹴塾

３決 決８C22

１９９ 田山 凌 たやま りょう 150/41 鍛志夢会

C3

２００ 大江璃輝 おおえ りき 144/40 昭誠会

C13

２０１ 大武麻優 おおたけ あゆた 147/45 昭武館荒川道場

C4

２０２ 雲藤礼真 うんどう れま 150/35 超越塾上尾支部

＜中学男子軽量級の部( 以下)・７名＞50kg 本戦１分３０秒、延長１分３０秒

優勝 準優勝 第３位

２０３ 矢作 翼 やはぎ つばさ 167/48 極真館川越道場

C55

２０４ 植田空都 うえだ くうと 150/43 重心会

C42

２０５ 遠藤龍平 えんどう りゅうへい 162/44 拳成塾

３決 決９C64

２０６ 山本望夢 やまもと のぞみ 162/48 拳成塾

C43

２０７ 大澤颯希 おおさわ そうき 166/50 重心会

C56

２０８ 関根武琉 せきね たける 165/46 野澤道場

C 44

２０９ 斉藤琉絆 さいとう りゅうき 153/42 鍛志夢会

― ―１３



＜中学男子重量級の部・８名＞ 本戦１分３０秒、延長１分３０秒 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

２１０ 金井颯汰 かない そうた 175/69 野澤道場

C45
２１１ 戸田龍将 とだ りゅうしょう 167/51 光誠会

C57
２１２ 植田利人 うえだ りひと 162/57 重心会

C46
２１３ 奥冨悠人 おくとみ ゆうと 160/55 元制会

３決 決C65 10
２１４ 柳田竜弥 やなぎだ りゅうや 160/58 超越塾上尾道場

C47
２１５ 松﨑亮太 まつざき りょうた 160/53 拳成塾

C58
２１６ 荒井翔太 あらい しょうた 154/54 誠心会

C48
２１７ 芳賀 樹 はが いつき 163/54 野澤道場

＜一般女子中級の部・４名＞ 本戦１分３０秒、延長１分３０秒

優勝 準優勝 第３位

２１８ 小泉瑞穂 こいずみ みずほ 153/49 野澤道場

C59
２１９ 小林純恵 こばやし すみえ 165/60 致道会館前田道場

３決 C66 C69
２２０ 野澤サリー のざわ さりー 156/65 野澤道場

C60
２２１ 小林 郁 こばやし かおる 158/51 致道会館本部

＜一般男子初中級の部・６名＞ 本戦１分３０秒、延長１分３０秒

優勝 準優勝 第３位

２２２ 石原慎也 いしはら しんや 178/96 武双会

C14
２２３ 井上安久 いのうえ やすひさ 172/80 誠心会

C5
２２４ 関根颯斗 せきね はやと 183/67 心錬館

３決 C23 C27
２２５ 浅見正英 あざみ まさひで 武州美里カラテスクール170/70

C6
２２６ 小川泰幸 おがわ やすゆき 167/65 野澤道場

C15
２２７ 飯田航生 いいだ こうせい 173/62 光誠会

― ―１４



＜壮年男子の部・６名＞ 本戦１分３０秒、延長１分 上－赤、下－白

優勝 準優勝 第３位

２２８ 小林正弘 こばやし まさひろ 179/73 秀武会

C16
２２９ 石井大士 いしい ひろし 169/68 誠真会館新座道場

C7
２３０ 芳賀康夫 はが やすお 178/71 野澤道場

３決 C24 C28
２３１ 中村匡行 なかむら まさゆき 181/75 誠真会館朝霞道場

C8
２３２ 市川一弘 いちかわ かずひろ 165/71 武双会

C17
２３３ 林 英俊 はやし ひでとし 184/82 群極會

＜一般女子上級の部・４名＞ 本戦１分３０秒、延長１分

優勝 準優勝 第３位

２３４ 良元知阿子 よしもと ちあこ 162/53 総極真釘島道場

C18
２３５ 山本夏海 やまもと なつみ 161/63 武双会

３決 決C25 11
２３６ 大久保沙彩 おおくぼさあや 153/48 野澤道場

C19
２３７ 大澤あねら おおさわ あねら 160/57 松栄塾

＜一般男子上級の部・７名＞ 本戦２分、延長１分３０秒

優勝 準優勝 第３位

２３８ 梶 彰男 かじ あきお 163/73 俊英塾

C9
２３９ 山畑龍人 やまはた りゅうと 166/64 拳友会中山道場

C20
２４０ 北本 哲 きたもと さとる 177/72 誠真会館東伏見道場

C10
２４１ 宇都宮辰徳 うつのみや たつのり 武州美里カラテスクール167/68

３決 決C26 12
２４２ 角田匡哉 つのだ まさや 164/93 群極會

C11
２４３ 西田晃史 にしだ あきふみ 武州美里カラテスクール172/75

C21
２４４ 田中 誠 たなか まこと 173/99 光誠会

― ―１５


