
幼年男子組手
松濤連盟　総本部 松平　恒瑛 まつだいら　つねあき
空手道和心会 藤野　湧久 ふじの　わく
目黒空手インターナショナル 木村　栄都 きむら　えいと
目黒空手インターナショナル 五味田　出 ごみた　いずる
目黒空手インターナショナル 小嶋　千之祐 こじま　せんのすけ
目黒空手インターナショナル 竹内　樹生 たけうち　いつき
目黒空手インターナショナル 手島　慶 てしま　けい
目黒空手インターナショナル 増田　翔成 ますだ　しょうせい
目黒空手インターナショナル 志村　蓮音 しむら　れおん
正明会中村塾 阪本　　陸斗 さかもと　りくと
志木市空手道連盟　向上会 佐藤　湊 さとう　みなと
拳志会　町田 鈴木　一志 すずき　いっし
ゴルバニ塾 鶴岡　大丞 つるおか　おおすけ
如水会大和 豊田　琉生 とよた　るい
千葉拳成会 柴山　　昊征 しばやま　こうせい
全日本空手道剛柔流会 星野　博 ほしの　ひろし
日本空手道明桜塾 松田　凛 まつだ　りん
全日本空手道剛柔会 正剛道場 梅原　里輝 うめはら　りき
全日本空手道剛柔会 正剛道場 赤堀　漣 あかほり　れん
尚心派糸東流空手道拳心会 横山　慧 よこやま　けい
尚心派糸東流空手道拳心会 尼野　晴琉 あまの　はる
如水会高津道場 香野　淳平 こうの　じゅんぺい
松濤明武会 小寺　義宣 こでら　よしのり
国際空手道拳信会 岸　遼成 きし　りょうせい
国際空手道拳信会 小川　航正 おがわ　こうせい
国際空手道拳信会 森永　朝陽 もりなが　あさひ
修交会空手道 飛翔舘 丑田　一翔 うしだ　かずと
一期倶楽部 高　宥備 こう　ゆうび
凛空手スクール 長谷川　陽真 はせがわ　はるま
凛空手スクール 渡邉　太呂 わたなべ　たろ
凛空手スクール 八木澤　豪 やぎさわ　ごう
凛空手スクール 伊藤　耀彌一 いとう　てるみち



小学１年生男子組手
日本空手道泊親会錬心舘 福田　叶真 ふくだ　とうま
尚徳館 住谷　頼侑 すみたに　よしゆき
空手道和心会 西村　太寿 にしむら　だいじゅ
目黒空手インターナショナル 今川　翔大 いまがわ　しょうた
目黒空手インターナショナル 中内　湊 なかうち　みなと
目黒空手インターナショナル 丸山　岳 まるやま　たける
目黒空手インターナショナル 鶴見　丈 つるみ　じょう
目黒空手インターナショナル 大島　健士郎 おおしま　けんじろう
目黒空手インターナショナル 増田　悠大 ますだ　ゆうだい
目黒空手インターナショナル 大木　隆央 おおき　たかひさ
目黒空手インターナショナル 並河　佑 なみかわ　ゆう
目黒空手インターナショナル 衛藤　元喜 えとう　げんき
目黒空手インターナショナル 鞍田　惇 くらた　じゅん
志木市空手道連盟　向上会 髙野　冴百合 たかの　さゆる
ゴルバニ塾 近岡　佳真 ちかおか　けいしん
千葉拳成会 内藤　寛都 ないとう　ひろと
剛柔流空手道錬心会 野島　暖生 のじま　はるき
剛柔流空手道錬心会 小野　陽叶 おの　ひろと
養正館 尾花　樹希 おばな　いつき
日本空手道明桜塾 金子　家士 かねこ　いえあき
日本空手道明桜塾 穂積　怜旺 ほづみ　れお
全日本空手道剛柔会 正剛道場 川崎　琥暖 かわさき　こはる 
全日本空手道剛柔会 正剛道場 大村　琉翔  おおむら 　 りゅうと 
全日本空手道剛柔会 正剛道場 西本　絆跡 にしもと　きせき
川口空手アカデミー 江本　智塁 えもと　ともたか
尚心派糸東流空手道拳心会 金子　陸玖 かねこ　りく
勝志会 道上　喜一 みちがみ　きいち
聖心館葉山 石井　璃空 いしい　りく
聖心館葉山 海島　遙之佑 うみしま　はるのすけ
聖心館葉山 澁谷　晴 しぶや　はる
如水会高津道場 岩﨑　珂睦衣 いわさき　かむい
日本空手道至誠会 松尾　雄大 まつお　ゆうだい
日本糸東流空手道建心館 椎名　一歩希 しいな　いぶき
禅空館 壱岐　怜音 いき　れおん
松濤明武会 余吾　翔真 よご　しょうま
松濤明武会 藤元　将来 ふじもと 　まさき
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 馬場　哲平 ばば　てっぺい
国際空手道拳信会 加藤　龍成 かとう　りゅうせい
国際空手道拳信会 森岡　和毅 もりおか　かずき
凛空手スクール 太田　陽 おおた　よう
凛空手スクール 五味　永樹 ごみ　えいた
剛柔流公道会野木 市村　隆晟 いちむら　りゅうせい
一空館 福島　圭梧 ふくしま　けいご



小学２年生男子組手
日本空手道泊親会錬心舘 萩原　碧 はぎわら　あおい
功道館 種村　壮志 たねむら　そうし
功道館 太田代　心翔 おおたしろ　るいと
空手道和心会 大石　蓮人 おおいし　れんと
目黒空手インターナショナル 岡村　幸輝 おかむら　こうき
目黒空手インターナショナル 佐藤　陽生 さとう　はるき
目黒空手インターナショナル 湯川　蒼月 ゆかわ　あつき
目黒空手インターナショナル 中條　遙人 なかじょう　はるひと
目黒空手インターナショナル 梶原　三太 かじはら　さんた
目黒空手インターナショナル 出　滉平 いで　こうへい
正明会中村塾 石垣　銀晟 いきがき　ぎんせい
志木市空手道連盟　向上会 岡村　優翔 おかむら　ゆうと
志木市空手道連盟　向上会 山本　想 やまもと　そう
皆思道場 小林　完太郎 こばやし　かんたろう
皆思道場 横川　純輝 よこかわ　じゅんき
横浜糸東会 宮本　駿 みやもと　しゅん
拳勝館茅ヶ崎支部 梅澤　琉音 うめざわ　りおん
全日本空手道　志空会 諸橋　錬 もろはし　れん
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 登　拓巳 のぼる　たくみ
高崎西空手道教室 須田　樹 すだ　たつき
空手道一心塾 小島　優 こじま　ゆう
天琉道場 坪井　蒼介 つぼい　そうすけ
日本空手道泊親会　新生塾 茂木　幸虎 もぎ　ゆきとら
杉並空手道クラブ聖基館 千葉　琉生 ちば　るい
全日本空手道剛柔会 正剛道場 一言　龍希 ひとこと　たつき
全日本空手道剛柔会 正剛道場 名波　壱颯  ななみ　 いっさ
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 森　賢人 もり　けんと
川口空手アカデミー 山本　翔政 やまもと　しょうせい
尚心派糸東流空手道拳心会 神田　結丞 かんだ　ゆいすけ
尚心派糸東流空手道拳心会 金子　福 かねこ　ふく
尚心派糸東流空手道拳心会 横山　和樹 よこやま　かずき
尚心派糸東流空手道拳心会 蟹江　陽斗 かにえ　はると
天空館 川村　龍摩 かわむら　たつま
如水会高津道場 有本　朋生 ありもと　ともき
如水会高津道場 永野　圭 ながの　けい
如水会高津道場 髙橋　瑛土 たかはし　えいと
如水会高津道場 杉山　慶 すぎやま　けい
志魂 畔川　福助 あぜかわ　ふくすけ
禅空館 辻見　類 つじみ　るい
禅空館 卜部　梁太 うらべ　りょうた
松濤明武会 鈴木　蓮 すずき　れん
松濤明武会 松本　皓真 まつもと　ひろま
松濤明武会 岡本　泰青 おかもと　たいせい
松濤明武会 清水　泰理 しみず　たいり
松濤明武会 岡島　大虎 おかじま　　たいが
松濤明武会 今西　青葉 いまにし　あおば
国際空手道拳信会 岸　朔太郎 きし　さくたろう
一般社団法人　仙武会 釘野　義絆 くぎの　よしき
一般社団法人　仙武会 櫻井　光希 さくらい　こうき
凛空手スクール 神谷　勇太朗 かみや　ゆうたろう
凛空手スクール 長谷川　陽奈大 はせがわ　ひなた
凛空手スクール 小林　蒼昊 こばやし　そら
凛空手スクール 山之内　龍仁 やまのうち　たつと
凛空手スクール 藤村　奏 ふじむら　そう
凛空手スクール 大久保　春慧 おおくぼ　しゅんけい
一空館 佐藤　空雅 さとう　くうが



小学３年生男子組手
日本空手道泊親会錬心舘 萩原　伊吹 はぎわら　いぶき
泊親会川崎 矢部　力也 やべ　りきや
空手道和心会 本田　麟太郎 ほんだ　りんたろう
空手道和心会 安藤　司輝 あんどう　かずき
空手道和心会 藤野　翔和 ふじの　とわ
目黒空手インターナショナル バゲルエカンシ　悠 ばげるえかんし　ゆう
正明会中村塾 中村　海惺 なかむら　かいせい
正明会中村塾 阪本　大悟 さかもと　だいご
正明会中村塾 前田　陽翔 まえだ　はると
皆思道場 小野　心源 おの　しんげん
皆思道場 石井　瑛仁 いしい　えいと
蒼鷹会空手道教室 加藤　友粋 かとう　ともき
蒼鷹会空手道教室 深澤　佑太 ふかざわ　ゆうた
蒼鷹会空手道教室 小滝　宗雅 こたき　むねまさ
煌心会 藤村　幸ノ介 ふじむら　こうのすけ
横浜糸東会 木戸口　晃士 きどぐち　あきと
千葉拳成会 森田　顕仁 もりた　あきと
全日本空手道　志空会 湯川　翔太 ゆかわ　しょうた
全日本空手道剛柔流会 矢内　拓朗 やない　たくろう
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 高橋　駿斗 たかはし　はやと
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 枝久保　陽 えだくぼ　よう
高崎西空手道教室 松沼　音汰 まつぬま　おとた
空手道一心塾 平安名　琉 へいあんな　れん
空手道一心塾 野口　優希 のぐち　ひろき
空手道一心塾 髙田　隼人 たかだ　はやと
養正館 尾花　叶眞 おばな　とうま
日本空手道明桜塾 菱沼　陽太朗 ひしぬま　はるたろう
日本空手道明桜塾 涌井　駿 わくい　しゅん
日本空手道明桜塾 松木　拓海 まつぎ　たくみ
日本空手道明桜塾 穂積　龍樹 ほづみ　りゅうき
天琉道場 荒井　彪雅 あらい　ひゅうが
葉山町空手道協会 今井　大耀 いまい　たいよう
全日本空手道剛柔会 正剛道場 森 　統威 もり　とうい
全日本空手道剛柔会 正剛道場 小西　湧悟 こにし　ゆうご
光德館伊藤空手塾 前田　幹太 まえだ　かんた
川口空手アカデミー 岸田　英大 きしだ　えいた
川口空手アカデミー 角屋　侑眞 かくや　ゆうしん
勝志会 海老原　直哉 えびはら　なおや
天空館 高倉　海斗 たかくら　かいと
聖心館葉山 金巻　橙和 かねまき　とうわ
聖心館葉山 上原　凪 うえはら　なぎ
如水会高津道場 宮永　悠 みやなが　はる
如水会高津道場 岡村　颯真 おかむら　そうま
大義道 塚　蒼真 つか　そうま
大義道 井上　皓叶 いのうえ　ひろと
田中道場 茂手木　海生 もてぎ　かい
日本糸東流空手道建心館 椎名　結絆人 しいな　ゆきと
日本糸東流空手道建心館 真家　吏功 まいえ　りく
日本糸東流空手道建心館 土屋　悠真 つちや　ゆうま
日本糸東流空手道建心館 畠山　塁 はたけやま　るい
禅空館 宮島　伊智 みやじま　いち
松濤明武会 川原　太翔 かわはら 　たいが
松濤明武会 石田　義進 いしだ　よしゆき
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 岩井　悠誠 いわい　ゆうせい
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 和光　迅 わこう　じん
一般社団法人　仙武会 佐野　航太 さの　こうた



小学３年生男子組手２
一般社団法人　仙武会 大木　翔真 おおき　しょうま
晴桜塾　 髙橋　勇人 たかはし　　ゆうと
一期倶楽部 大島　優昇 おおしま　ゆうしょう
凛空手スクール 小山　大喜 こやま　だいき
凛空手スクール 瀬野　瑞生 せの　みずき
凛空手スクール 大野　駈 おおの　かける
凛空手スクール 金沢　緑 かなざわ　みどり
凛空手スクール 小林　英路 こばやし　えいじ
一空館 鈴木　大聖 すずき　たいせい



小学４年生男子組手
松濤連盟　総本部 岡本　和真 おかもと　かずま
松濤連盟　総本部 松平　恒陽 まつだいら　つねはる
日本空手道泊親会錬心舘 清水　鉄司 しみず　てつじ
功道館 石毛　遥大 いしげ　はると
功道館 髙山　隼之介 たかやま　しゅんのすけ
功道館 佐々木　太誠 ささき　たいせい
功道館 中川　希愛 なかがわ　のあ
悟空塾 三ツ谷　圭右 みつや　けいすけ
目黒空手インターナショナル 戸田　輝 とだ　ひかる
正明会中村塾 菅城　凜 すがき　りん
皆思道場 田中　駿一郎 たなか　しゅんいちろう
皆思道場 西森　大翔 にしもり　ひろと
龍城会　鷲龍道場 三浦　侑都 みうら　いくと
蒼鷹会空手道教室 和田　柚瑠 わだ　ゆずる
古空会 和野　悠馬 わの　ゆうま
原田道場 小栗　優騎 おぐり　ゆうき
ゴルバニ塾 鶴岡　大晴 つるおか　たいせい
千葉拳成会 尾﨑　和真 おざき　かずま
千葉拳成会 吉野　昊樹 よしの　こうき
千葉拳成会 阿久津　奏大 あくつ　そうた
千葉拳成会 市村　成 いちむら　なる
西谷 金子　右京 かねこ　うきょう
彩カラテキッズ 利岡　壮真 りおか　そうま
空手道一心塾 齊藤　陸絃 さいとう　むいと
日本空手道明桜塾 淺沼　快理 あさぬま　かいり
櫻空山梨 大庭　誉佑介 おおば　ようすけ
沖縄屋比久流空手道協会 小林　大蔵 こばやし　たいぞう
杉並空手道クラブ聖基館 田村　律 たむら　りつ
全日本空手道剛柔会 正剛道場 榊原　龍雅 さかきばら　りゅうが
全日本空手道剛柔会 正剛道場 松原　遼太朗 まつばら　りょうたろう
奥町道場 西尾　航汰 にしお　こうた
奥町道場 冨澤　塁 とみざわ　るい
川口空手アカデミー 江本　塁温 えもと　たかはる
川口空手アカデミー 山本　夢翔 やまもと　ゆうと
尚心派糸東流空手道拳心会 森　昭人 もり　あきと
尚心派糸東流空手道拳心会 和久田　秀人 わくだ　ひでと
尚心派糸東流空手道拳心会 莪山　蒼翔 がやま　あおと
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 小川　棟士朗 おがわ　とうじろう
天空館 堀井　陽葵 ほりい　はるき
如水会高津道場 高橋　一真流 たかはし　かずまる
如水会高津道場 塚田　哲正 つかだ　てっしょう
如水会高津道場 松田　陽太朗 まつだ　ようたろう
如水会高津道場 荻野　夢叶 おぎの　ゆうと
如水会高津道場 筧　碧斗 かけい　あおと
如水会高津道場 髙橋　航汰 たかはし　こうた
大義道 小林　永和 こばやし　とわ
大義道 林　天翼 りん　たすく
大義道 吉田　樹生 よしだ　たつき
大義道 高橋　澪生 たかはし　れお
志魂 清水　虎次朗 しみず　こじろう
東魁塾 小野寺　琉蔵 おのでら　るくら
松濤明武会 澤　颯冴 さわ　そうご
松濤明武会 藤元　充樹 ふじもと 　みつき
松濤明武会 丸山　毅心 まるやま 　きしん
松濤明武会 田中　宏樹 たなか　ひろき
松濤明武会 今西　瑞葵 いまにし　みずき



小学４年生男子組手２
松濤明武会 酒井　琉波 さかい　りゅうは
一般社団法人　仙武会 稲田　啓 いなだ　けい
一般社団法人　仙武会 釘野　義虎 くぎの　しげと
一般社団法人　仙武会 石山　真愛 いしやま　まいと
晴桜塾　 トゥルーラブ　　海里 とぅるーらぶ　かいり
一期倶楽部 島田　元気 しまだ　げんき
教空会空手道場 奥谷　英馬 おくや　えいま
一空館 福島　陽翔 ふくしま　はると



小学５年生男子組手
日本空手道泊親会錬心舘 籠嶋　大聖 かごしま　たいせい
日本空手道泊親会錬心舘 小川　颯琉 おがわ　そうる
日本空手道泊親会錬心舘 山下　生武 やました　いくむ
功道館 内山　朝陽 うちやま　あさひ
日本空手協会所沢支部 風間　陽人 かざま　あきと
空手道和心会 西村　晃明 にしむら　こうめい
悟空塾 内田　響紀 うちだ　ひびき
向井塾 名取　聖城 なとり　せいじょう
目黒空手インターナショナル 市川　裕貴 いちかわ　ゆうき
正明会中村塾 石垣　快晟 いしがき　かいせい
湘南KARATE club夢源道場 林　大悟 はやし　だいご
皆思道場 末岡　大翔 すえおか　ひろと
皆思道場 戸塚　孝大郎 とつか　こうたろう
皆思道場 遠藤　嶺 えんどう　れい
正空塾 山田　翔海 やまだ　とうみ
濤心会 横山　醇 よこやま　じゅん
ゴルバニ塾 近岡　宏信 ちかおか　ひろのぶ
如水会大和 西村　龍皇 にしむら　りお
日本空手道結心会 本田　悠真 ほんだ　ゆうま
日本空手道結心会 溝辺　壱晟 みぞべ　いっせい
千葉拳成会 井坂　　奎介 いさか　けいすけ
千葉拳成会 庄司　光隆 しょうじ　みつたか
西谷 亀井　然生 かめい　ぜん
全日本空手道　志空会 高木　雄大 たかぎ　ゆうだい
空手道一心塾 千葉　嵐斗 ちば　あらと
空手道一心塾 千葉　嵐史 ちば　あらし
空手道一心塾 小島　煌之介 こじま　こうのすけ
剛柔流空手道錬心会 小野　拓海 おの　たくみ
剛柔流空手道錬心会 金山　騎士 かなやま　ないと
養正館 中島　暖太 なかじま　はるた
日本空手道明桜塾 鶴岡　柚樹 つるおか　ゆずき
日本空手道明桜塾 福田　頼人 ふくだ　らいと
日本空手道明桜塾 藤田　琥珀 ふじた　こはく
日本空手道明桜塾 稲垣　璃久 いながき　りく
日本空手道明桜塾 菱沼　虎太朗 ひしぬま　こたろう
櫻空山梨 中村　清志郎 なかむら　きよしろう
櫻空山梨 市川　禅 いちかわ　ぜん
沖縄屋比久流空手道協会 齋藤　優志 さいとう　ゆうし
沖縄屋比久流空手道協会 柳林　遥月 やなぎばやし　はつき
沖縄屋比久流空手道協会 佐藤　星那 さとう　せな
天琉道場 奥山　皓太 おくやま　こうた
日本空手道泊親会　新生塾 五十嵐　常太郎 いがらし　じょうたろう
全日本空手道剛柔会 正剛道場 磯部　快 いそべ　かい 
全日本空手道剛柔会 正剛道場 望月　露美夫 もちづき　ろみお
光德館伊藤空手塾 山村　航士 やまむら　こうし
尚心派糸東流空手道拳心会 窪崎　舜 くぼさき　しゅん
尚心派糸東流空手道拳心会 蟹江　佑樹 かにえ　ゆうき
聖心館葉山 河野　伸雄 かわの　のぶお
如水会高津道場 有本　昂生 ありもと　こうき
如水会高津道場 浦山　櫂 うらやま　かい
如水会高津道場 関口　透吾 せきぐち　とうご
如水会高津道場 松本　知優 まつもと　ちゆう
大義道 井上　瑛叶 いのうえ　あきと
志魂 花田　匠音 はなだ　たくと
志魂 清木　瑛夫 せいき　あきお
全日本統道会 高橋　慶匠 たかはし　けいと



小学５年生男子組手２
東魁塾 輿石　悠晴 こしいし　ゆうせい
東魁塾 高澤　碧希 たかさわ　たまき
松濤明武会 岡本　丈甫 おかもと　じょうすけ
松濤明武会 西尾　英将 にしお　えいと
一般社団法人　仙武会 国見　祐太 くにみ　ゆうた
一般社団法人　仙武会 大木　隆寛 おおき　たかひろ
一般社団法人　仙武会 千葉　凛太郎 ちば　りんたろう
一般社団法人　仙武会 櫻井　拓実 さくらい　たくみ
一期倶楽部 鈴木　嵩琉 すずき　たける
一期倶楽部 石川　武人 いしかわ　たけと
一期倶楽部 青木　雄 あおき　ゆう
藤岡道場 橋本　泰河 はしもと　たいが



小学６年生男子組手
日本空手道道場会　誠武会 原野　真士 はらの　まなと
日本空手道道場会　誠武会 金子　慶介 かねこ　けいすけ
尚徳館 正岡　陽頼 まさおか　ひより
功道館 太田代　心響 おおたしろ　しおん
功道館 原　拓実 はら　たくみ
和道会　越谷修道館 木村　翼佐 きむら　つばさ
目黒空手インターナショナル 安藤　琢人 あんどう　たくと
拳志会　町田 柴﨑　皓埜 しばさき　こうや
個人エントリー 寺西　孟虎 てらにし　たけとら
古空会 井上　巧望 いのうえ　たくみ
原田道場 小栗　優馬 おぐり　ゆうま
日本空手協会　笠松支部 小栗　一心 おぐり　いっしん
南那須空手道スポーツ少年団 寺澤　聖心 てらさわ　せいしん
南那須空手道スポーツ少年団 亀田　斗真 かめだ　とうま
日本空手道結心会 小林　晟 こばやし　じょう
拳勝館茅ヶ崎支部 前田　海陸 まえだ　かいり
拳勝館茅ヶ崎支部 早見　颯真 はやみ　そうま
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 宮腰　雄翔 みやこし　ゆうと
空手道一心塾 岩下　蓮 いわした　れん
空手道一心塾 田村　夏希 たむら　なつき
剛柔流空手道錬心会 櫻井　月人 さくらい　らいと
日本空手道明桜塾 佐藤　颯馬 さとう　そうま
禅心館 野澤　海月 のざわ　みづき
泊親会　武秀館 佐藤　空 さとう　そら
沖縄屋比久流空手道協会 新垣　青空 あらがき　はるく
天琉道場 坪井　亮悟 つぼい　りょうご
日本空手道　濤空会 福田　和城 ふくだ　かずなり
葉山町空手道協会 今井　大翔 いまい　ひろと
全日本空手道剛柔会 正剛道場 梅原　壮汰 うめはら　そうた
如水会藤の木 川元　陽翔 かわもと　はると
川口空手アカデミー 小川　凛士 おがわ　りと
尚心派糸東流空手道拳心会 大竹　爽介 おおたけ　そうすけ
尚心派糸東流空手道拳心会 莪山　大智 がやま　だいち
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 長濱　遼 ながはま　はると
如水会高津道場 岩﨑　貴瑠偉 いわさき　あてるい
如水会高津道場 杉山　遙也 すぎやま　はるや
如水会高津道場 福島　雅之 ふくしま　まさし
如水会高津道場 吉田　清波 よしだ　せいは
志魂 清水　虎丸 しみず　とらまる
松濤明武会 鈴木　愛翔 すずき　まなと
松濤明武会 丸山　尊生 まるやま 　たかき
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 西田　遼平 にしだ　りょうへい
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 島田　友生 しまだ　ゆうせい
空手アカデミー拳勝館　座間支部 原田　泰成 はらだ　たいせい
一般社団法人　仙武会 三宅　一颯 みやけ　いぶき
一般社団法人　仙武会 渡部　秀乃介 わたなべ　しゅうのすけ
一般社団法人　仙武会 廣田　浩一 ひろた　こういち
誠空館 田澤　狼 たざわ　うるふ
一空館 鈴木　琉聖 すずき　りゅうせい



中学生男子組手
泊親会秀神館 坂本　龍弥 さかもと　りゅうや
松濤連盟　総本部 杉野　琉輝 すぎの　りゅうき
日本空手道道場会　誠武会 本多　柊翔 ほんだ　しゅうと
日本空手道道場会　誠武会 金子　宙夢 かねこ　ひろむ
日本空手道道場会　誠武会 小室　優斗 こむろ　まさと
日本空手道泊親会錬心舘 岡部　透空 おかべ　ゆきたか
松空館 西岡　慧真 にしおか　けいま
功道館 青水　宣優希 あおみ　のぶゆき
功道館 大江　侑生 おおえ　ゆうせい
幸武館中村道場 武藤　洋介 むとう　ようすけ
正明会中村塾 前田　翔汰 まえだ　しょうた
正明会中村塾 今中　来桜 いまなか　らいお
剛柔流拳心会 小泉　裕海 こいずみ　ゆう
皆思道場 小林　伊之助 こばやし　いのすけ
皆思道場 近藤　轟丞 こんどう　ごうすけ
皆思道場 佐藤　麒一 さとう　きいち
拳志会　町田 玉寄　佑希人 たまよせ　ゆきと
拳志会　町田 芦垣　凛太 あしがき　りんた
正空塾 山田　柊斗 やまだ　しゅうと
正空塾 羽根田　凉成 はねだ　りょうせい
蒼鷹会空手道教室 深澤　良太 ふかざわ　りょうた
横浜糸東会 木戸口　隼士 きどぐち　はやと
拳栄会大原 小髙　悠翔 おだか　ゆうと
日本空手道結心会 溝辺　太晟 みぞべ　たいせい
千葉拳成会 庄司　聖隆 しょうじ　まさたか
西谷 今井　太一朗 いまい　たいちろう
西谷 山本　大翔 やまもと　ひろと
西谷 橋口　優一郎 はしぐち　ゆういちろう
西谷 樋口　幹汰 ひぐち　かんた
西谷 渡邊　栞紀 わたなべ　かんき
西谷 湯川　真翔 ゆかわ　まなと
西谷 眞下　結翔 ましも　ゆいと
西谷 佐々木　壮哉 ささき　そうや
西谷 鈴木　嵐 すずき　あらし
西谷 岩崎　洋大 いわさき　ようた
ちゃんぷ空手倶楽部 秋山　達哉 あきやま　たつや
拳勝館茅ヶ崎支部 鈴木　空凌 すずき　そらり
日本空手道大濤会仁勇館 菅原　侑真 すがわら　ゆうま
日本空手道大濤会仁勇館 渡邉　絢斗 わたなべ　あやと
日本空手道大濤会仁勇館 岡本　晃朋 おかもと　あきと
全日本空手道剛柔流会 小島　慎之介 こじま　しんのすけ
彩カラテキッズ 鈴木　爽太 すずき　そうた
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 荒井　大智 あらい　たいち
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 白井　志樹 しらい　もとき
高崎西空手道教室 徳井　渉介 とくい　しょうすけ
空手道一心塾 山口　蓮央 やまぐち　れお
空手道一心塾 齊藤　珀伸 さいとう　びゃくしん
空手道一心塾 石井　耀久 いしい　てるひさ
空手道一心塾 堀口　堅護 ほりぐち　けんご
日本空手道明桜塾 岡部　直斗 おかべ　なおと
櫻空山梨 中村　　　三太 なかむら　さんた
禅心館 小林　流嘉 こばやし　るか
杉並空手道クラブ聖基館 田村　成緒 たむら　なお
杉並空手道クラブ聖基館 清水　逸平 しみず　いっぺい
光德館伊藤空手塾 鈴木　杏太郎 すずき　きょうたろう
川口空手アカデミー 平田　駿 ひらた　しゅん



中学生男子組手２
川口空手アカデミー 榎本　嵩大 えのもと　こうた
川口空手アカデミー 増子　拓磨 ましこ　たくま
川口空手アカデミー 佐藤　颯梧 さとう　そうご
川口空手アカデミー 木部　讃之助 きべ　さんのすけ
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 設楽　東志 しだら　とうじ
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 添田　悠 そえだ　ゆう
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 高梨　晴 たかなし　はると
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 依田　雅士 よだ　まさと
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 森　竜之介 もり　りゅうのすけ
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 鰻田　拓郎 うなぎだ　たくろう
如水会高津道場 高橋　浄穏 たかはし　じょうおん
如水会高津道場 村橋　伊織 むらはし　いおり
如水会高津道場 坂岡　威信 さかおか　いしん
如水会高津道場 栗本　大馳 くりもと　だいち
如水会高津道場 本田　風太 ほんだ　ふうた
大義道 塚　蓮真 つか　れんま
日本空手道至誠会 伊藤　奏真 いとう　そうま
田中道場 長澤　伊吹 ながさわ　いぶき
松濤明武会 小松　響 こまつ 　ひびき
松濤明武会 小長光　悠太 こながみつ　ゆうた
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 戸田　創太 とだ　そうた
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 矢ヶ﨑 　空峨 やがさき　くうが
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 加藤　祐輝 かとう　ゆうき
一期倶楽部 小林　蔵之助 こばやし　くらのすけ
一期倶楽部 小野　陽也 おの　はるや
一期倶楽部 大島　啓昇 おおしま　けいしょう
佐保派糸東流拳和会 宮﨑　七緒 みやざき　ななお
糸東会阿見支部 中村　　太洋 なかむら　たいよう
常志館 松枝　優太 まつえだ　ゆうた
常志館 牧山　修士 まきやま　しゅうと
飛勇会　小平道場 大鹿　智之 おおしか　ともゆき



高校生男子組手
松濤連盟　総本部 杉野　鴻輝 すぎの　こうき
日本空手道大濤会仁勇館 宇佐美　泰生 うさみ　たいせい
川口空手アカデミー 瓜生　千颯 うりゅう　ちさ
川口空手アカデミー 瓜生　晴 うりゅう　はる
尚心派糸東流空手道拳心会 佐原　柊輝 さはら　しゅうき
尚心派糸東流空手道拳心会 渡邉　天 わたなべ　そら
聖心館葉山 齋藤　禅 さいとう　ぜん
如水会高津道場 大橋　快星 おおはし　かいせい
日本空手道至誠会 岡安　巧丞 おかやす　こうすけ
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 高橋　歩 たかはし　あゆむ
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 大福　康介 おおふく　こうすけ

一般男子組手
目黒空手インターナショナル 髙橋　大輔 たかはし　だいすけ
国際勝正館 高橋　保智 たかはし　やすとし
香取剛柔会 岡澤　崇 おかざわ　たかし
拳勝館茅ヶ崎支部 前田　拓海 まえだ　たくみ
日本空手道大濤会仁勇館 末次　優一 すえつぐ　ゆういち
全日本空手道剛柔流会 鏡　準平 かがみ　じゅんぺい
全日本空手道剛柔流会 許　宏翼 きょ　こうよく
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 大谷　拳誠 おおたに　けんせい
禅心館 片岡　滉晴 かたおか　こうせい
禅心館 清水　大樹 しみず　だいき
禅心館 今泉　圭介 いまいずみ　けいすけ
天琉道場 吉田　朋生 よしだ　ともき
天琉道場 坪内　雄希 つぼうち　ゆうき
天琉道場 坪内　大輝 つぼうち　だいき
杉並空手道クラブ聖基館 橋場　孝之 はしば　たかゆき
大義道 ロクカルゲ　カスン ろくかるげ　かすん
東魁塾 輿石　悠斗 こしいし　はると
空手アカデミー拳勝館　座間支部 秋野　佑介 あきの　ゆうすけ

マスターズ男子組手
幸武館中村道場 渡邊　　忠道 わたなべ　ただみち
個人エントリー 平野　知広 ひらの　ともひろ
個人エントリー 山崎　勝 やまざき　まさる
個人エントリー 海江田　克夫 かいえだ　かつお
剛柔流空手道  剛心館 木原　大樹 きはら　ひろき
ゴルバニ塾 植田　勝行 うえだ　かつゆき
ゴルバニ塾 関根　良知 せきね　よしとも
横浜糸東会 木戸口　基 きどぐち　もとい
千葉拳成会 庄司　智亮 しょうじ　ともあき
拳勝館茅ヶ崎支部 梅澤　奏 うめざわ　かなで
全日本空手道剛柔流会 篠田　友行 しのだ　ともゆき
全日本空手道剛柔流会 許　相浩 きょ　あいひろ
彩カラテキッズ 齋藤　昌寛 さいとう　まさひろ
空手道一心塾 小島　英之輔 こじま　えいのすけ
日本空手道明桜塾 今　幸雄 こん　ゆきお
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 田島　哲也 たじま　てつや
光德館伊藤空手塾 尾鷲　成也 おわし　しげなり
聖心館葉山 彦井　浩孝 ひこい　ひろたか
如水会高津道場 反町　智 そりまち　さとし
大義道 萩原　直人 はぎはら　なおと


