
幼年女子組手
功道館 市之瀬　香代 いちのせ　かよ
目黒空手インターナショナル 森山　さより もりやま　さより
拳志会　町田 川原　向葵 かわはら　ひなた
一宮空手道教室 神馬　朱桜 じんま　すざく
英友会 宮﨑　陽菜 みやざき　ひな
全日本空手道剛柔流会 石井　なな いしい　なな
日本空手道明桜塾 菱沼　こころ ひしぬま　こころ
日本空手道泊親会　新生塾 五十嵐　麻央里 いがらし　まおり
聖心館葉山 金巻　奈々穂 かねまき　ななほ
如水会高津道場 筧　羽未 かけい　うみ
如水会高津道場 宮永　詩 みやなが　うた
大義道 吉田　湊海 よしだ　みなみ
松濤明武会 丸山　紗南 まるやま 　さな
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 和光　翠那 わこう　すいな
国際空手道拳信会 小木野　夏奈 おぎの　なな
国際空手道拳信会 奥本　芽依 おくもと　めい
凛空手スクール 川上　凛心 かわかみ　りこ

小学１年生女子組手
日本空手道拳志会 水野　すみれ みずの　すみれ
功道館 名和　愛莉 なわ　あいり
皆思道場 大和　寧々 やまと　ねね＿
蒼鷹会空手道教室 和田　柚花 わだ　ゆうか
原田道場 後藤　千智 ごとう　ちさと
千葉拳成会 鈴木　望来 すずき　みく
全日本空手道　志空会 小島　実紗 こじま　みさ
彩カラテキッズ 鈴木　結菜 すずき　ゆうな
全日本空手道剛柔会 正剛道場 萩原　向日多 はぎわら　ひなた
全日本空手道剛柔会 正剛道場 細野　結由 ほその　ゆゆ
松濤明武会 小寺　双葉 こでら　ふたば
国際空手道拳信会 小木野　未來 おぎの　みく
一般社団法人　仙武会 千葉　和奏 ちば　わかな



小学２年生女子組手
日本空手道泊親会錬心舘 小室　舞琴 こむろ　まこと
日本空手道泊親会錬心舘 清水　双葉 しみず　ふたば
日本空手道泊親会錬心舘 白石　真悠 しらいし　まゆ
日本空手道拳志会 水野　小百合 みずの　さゆり
空手道和心会 佐藤　玲奈 さとう　れいな
志木市空手道連盟　向上会 須永　理歩 すなが　りほ
皆思道場 遠藤　美月 えんどう　みつき
一宮空手道教室 神馬　李桜 じんま　いお
ちゃんぷ空手倶楽部 市川　ひかり いちかわ　ひかり
ちゃんぷ空手倶楽部 深瀬　絵都 ふかせ　えと
ちゃんぷ空手倶楽部 塚田　和佳菜 つかだ　わかな
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 羽鳥　愛生 はとり　なるせ
高崎西空手道教室 泰永　愛菜 やすなが　あんな
剛柔流空手道錬心会 櫻井　愛留 さくらい　ある
剛柔流空手道錬心会 平井　碧夏 ひらい　みなつ
全日本空手道剛柔会 正剛道場 近藤　碧 こんどう　あお
全日本空手道剛柔会 正剛道場 鈴木　莉唯 すずき　りい
大義道 萩原　姫羅 はぎはら　きら
松濤明武会 松本　柚希 まつもと　ゆずき
国際空手道拳信会 石川　和佳 いしかわ　わか
国際空手道拳信会 川島　優佳 かわしま　ゆうか
一般社団法人　仙武会 中尾　唯乃 なかお　ゆの
修交会空手道 飛翔舘 丑田　紗咲 うしだ　さき
晴桜塾　 トゥルーラブ　真凛 とぅるーらぶ　まりん
晴桜塾　 佐口　真依子 さぐち　まいこ
晴桜塾　 原田　りんご はらだ　りんご
凛空手スクール 八木澤　玲 やぎさわ　れい
凛空手スクール 藤村　詩 ふじむら　うた
誠空館 山口　莉桜 やまぐち　りお



小学３年生女子組手
日本空手道剛武館 木村　心緒 きむら　こころ
日本空手道剛武館 秋元　月妃 あきもと　るな
日本空手道道場会　誠武会 原野　真緒 はらの　まお
日本空手道泊親会錬心舘 岡部　希海 おかべ　のぞみ
泊親会川崎 山本　ちり やまもと　ちり
日本空手協会所沢支部 桑原　瑠花 くわはら　るか
空手道和心会 鈴木　咲子 すずき　にこ
皆思道場 木村　心泉 きむら　みなみ
皆思道場 藤山　桃子 ふじやま　ももこ
拳志会　町田 小田　來華 おだ　らいか
英友会 宮﨑　愛梨 みやざき　あいり
英友会 池田　葵心 いけだ　あこ
全日本空手道　志空会 小島　明依 こじま　めい
Ｋ．Ｉ．Ｃ．Ｋ大心館 羽鳥　希風 はとり　のかぜ
剛柔流空手道錬心会 小森　奏 こもり　かなで
天琉道場 渡辺　栞凪 わたなべ　かんな
光德館伊藤空手塾 山村　佳穂 やまむら　かほ
川口空手アカデミー 上門　春菜 かみかど　はるな
天空館 成島　七海 なりしま　ななみ
天空館 田中　優海 たなか　ゆみ
日本空手道至誠会 松尾　ことみ まつお　ことみ
禅空館 廣瀬　一花 ひろせ　いちか
松濤明武会 鈴木　結依 すずき　ゆい
松濤明武会 酒井　美愛 さかい　ちゅら
国際空手道拳信会 森岡　柚希 もりおか　ゆずき
一般社団法人　仙武会 森　楓 もり　かえで
一期倶楽部 小林　神楽 こばやし　かぐら
凛空手スクール 川上　凛央 かわかみ　りお



小学４年生女子組手
日本空手道拳志会 岡崎　夢空 おかざき　ゆら
日本空手道拳志会 兼平　結菜 かねひら　ゆうな
功道館 市之瀬　陽月 いちのせ　ひづき
正明会中村塾 今中　あず いまなか　あず
皆思道場 木村　心陽 きむら　こはる
皆思道場 来栖　來姫 くるす　らび
皆思道場 児嶋　怜奈 こじま　れいな
拳志会　町田 芦垣　みれい あしがき　みれい
拳志会　町田 栗原　千和 くりはら　ちより
日本空手道結心会 猶原　美羽 なおはら　みう
拳勝館茅ヶ崎支部 中川　音花 なかがわ　ねう
全日本空手道　志空会 村口　ソフィナ むらぐち　そふぃな
空手道一心塾 都築　広夢 つづき　ひろむ
空手道一心塾 平安名　凛 へいあんな　りん
日本空手道明桜塾 竹中　夏海 たけなか　なつみ
日本空手道明桜塾 松田　晴 まつだ　はる
泊親会　武秀館 岩永　咲友菜 いわなが　さゆな
全日本空手道剛柔会 正剛道場 大村　優月 おおむら　ゆづき
全日本空手道剛柔会 正剛道場 髙井　菜奈子 たかい　ななこ
川口空手アカデミー 服部　桜音 はっとり　はなね
川口空手アカデミー 濱田　百花 はまだ　ももか
川口空手アカデミー 長坂　明星 ながさか　あかり
尚心派糸東流空手道拳心会 神田　絆心 かんだ　きずな
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 森　栞里 もり　しおり
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 山田　茉奈 やまだ　まな
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 臼井　葉月 うすい　はづき
平塚神空会 鈴木　南帆 すずき　なほ
如水会高津道場 バズラチャルヤ　　ジェニサ ばずらちゃるや　じぇにさ
如水会高津道場 杉山　凜 すぎやま　りん
大義道 長塚　莉瑛 ながつか　りえ
志魂 浅野　佑奈 あさの　ゆな
日本空手道至誠会 永澤　玖英々 ながさわ　くらら
日本空手道至誠会 松嶋　優奈 まつしま　ゆうな
松濤明武会 岡島　星夏 おかじま　　せな
松濤明武会 梅谷　巴菜 うめたに　はな
磨心道場 眞島　蘭 ましま　らん
一般社団法人　仙武会 森　茜 もり　あかね
凛空手スクール 小林　柚月 こばやし　　ゆづき
凛空手スクール 山口　奈夏 やまぐち　ななつ
一空館 佐藤　ののか さとう　ののか
一空館 渡邉　暖乃 わたなべ　のの



小学５年生女子組手
松濤連盟　総本部 杉野　玲花 すぎの　れいか
日本空手道泊親会錬心舘 長瀬　心奏 ながせ　ここな
幸武館中村道場 武藤　夏未 むとう　なつみ
剛柔流拳心会 宮良　琉華 みやら　るか
皆思道場 桐生　梨杏 きりゅう　りあん
蒼鷹会空手道教室 田中　沙和 たなか　さわ
千葉拳成会 鈴木　蒼来 すずき　そら
千葉拳成会 湯原　日南美 ゆはら　ほなみ
彩カラテキッズ 中村　杏子 なかむら　きょうこ
彩カラテキッズ 松田　菜々美 まつだ　ななみ
高崎西空手道教室 泰永　芽依 やすなが　めい
高崎西空手道教室 徳井　彩姫 とくい　あやめ
空手道一心塾 三浦　なぎ みうら　なぎ
剛柔流空手道錬心会 土屋　るな つちや　るな
養正館 尾花　藍梨 おばな　あいり
日本空手道明桜塾 土井　まひろ どい　まひろ
全日本空手道剛柔会 正剛道場 濱田　侑衣 はまだ　ゆい
全日本空手道剛柔会 正剛道場 西本　希空 にしもと　のあ
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 鈴木　聖奈 すずき　せな
川口空手アカデミー 桐谷　美希 きりたに　みき
川口空手アカデミー 佐藤　妃花哩 さとう　ひかり
尚心派糸東流空手道拳心会 金子　希彩 かねこ　のあ
尚心派糸東流空手道拳心会 窪崎　栞 くぼさき　しおり
大義道 塚　希々華 つか　ののか
日本空手道至誠会 鎌田　桜香 かまた　おうか
一般社団法人　仙武会 松宮　瞳子 まつみや　とうこ
一般社団法人　仙武会 渡部　心 わたなべ　こころ
千葉桜空塾 並木　碧 なみき　あおい



小学６年生女子組手
日本空手道泊親会錬心舘 髙木　美櫻 たかぎ　みちる
日本空手道泊親会錬心舘 中野　綾女 なかの　あやめ
功道館 藤崎　みなみ ふじさき　みなみ
功道館 吉本　柚奈 よしもと　ゆな
正明会中村塾 中村　仁愛花 なかむら　にあか
拳志会　町田 栗原　三佳 くりはら　みか
原田道場 原田　心花 はらだ　こはな
西谷 朝生　心 あそう　こころ
拳勝館茅ヶ崎支部 林　愛彩 はやし　まあや
全日本空手道　志空会 高木　真由 たかぎ　まゆ
日本空手道大濤会仁勇館 佐藤　夏羽 さとう　なつは
日本空手道明桜塾 澤木　想月 さわき　そな
沖縄屋比久流空手道協会 藤田　杏 ふじた　あん
全日本空手道剛柔会 正剛道場 萩原　風佳 はぎわら　ふうか
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 金井　玲奈 かない　れな
聖心館葉山 彦井　もあな ひこい　もあな
如水会高津道場 内田　青葉 うちだ　あおば
大義道 大神　めい おおがみ　めい
大義道 平野　心菜 ひらの　ここな
大義道 岡﨑　嘉音 おかざき　かのん
田中道場 佐藤　莉々 さとう　りり
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 大福　莉央 おおふく　りお
一空館 渡邉　広華 わたなべ　ひろか



中学生女子組手
日本空手道泊親会錬心舘 小室　琴葉 こむろ　ことは
日本空手道拳志会 小俣　文音 おまた　あやね
功道館 鈴木　千遥 すずき　ちはる
幸武館中村道場 宮本　澪 みやもと　みお
向井塾 名取　殊里亜 なとり　じゅりあ
日本空手協会　野老桃陽支部　桃陽会 横濵　来幸 よこはま　こゆき
目黒空手インターナショナル 志村　愛怜奈 しむら　えれな
拳勝館　六会支部 山口　　麗 やまぐち　うらら
蒼鷹会空手道教室 田中　詩 たなか　うた
個人エントリー 寺西　藍碧 てらにし　そら
教空会空手道場 尾崎　史奈 おざき　ふみな
古空会 菊池　萌乃 きくち　ほの
古空会 和野　帆花 わの　ほのか
原田道場 髙木　身奈子 たかぎ　みなこ
ゴルバニ塾 久保田　歩 くぼた　あゆみ
南那須空手道スポーツ少年団 小池　琉楠 こいけ　るな
日本空手道結心会 小川　仁湖 おがわ　にこ
西谷 金子　るるな かねこ　るるな
西谷 加藤　花苗 かとう　はなえ
西谷 菊池　優月 きくち　ゆづき
西谷 亀井　野乃 かめい　のの
西谷 矢部　日菜 やべ　ひな
西谷 堀　実優 ほり　みひろ
西谷 小林　愛佳 こばやし　まなか
西谷 岡村　咲穂 おかむら　さほ
日本空手道大濤会仁勇館 佐藤　愛華 さとう　まなか
高崎西空手道教室 竹内　陽香 たけうち　はるか
空手道一心塾 草野　紗希 くさの　さき
空手道一心塾 大竹　萌愛 おおたけ　もな
空手道一心塾 藤樫 　くるみ とがし　くるみ
茂原武道館 髙橋　凛 たかはし　りん
日本空手道明桜塾 黒澤　美柚 くろさわ　みゆ
日本空手道明桜塾 満重　玲奈 みつしげ　れな
日本空手道明桜塾 齊藤　光咲 さいとう　ありさ
日本空手道明桜塾 土井　みちる どい　みちる
日本空手道明桜塾 澤木　愛月 さわき　まな
日本空手道明桜塾 鈴木　悠 すずき　はるか
櫻空山梨 廣川　颯 ひろかわ　さや
剛和会 今野　美希 こんの　みき
禅心館 野澤　来海 のざわ　くるみ
杉並空手道クラブ聖基館 酒井　杏 さかい　あん
全日本空手道剛柔会 正剛道場 粂田　美咲 くめた　みさき
全日本空手道剛柔会 正剛道場 下島 　楓 しもじま　かえで
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 森永　うらら もりなが　うらら
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 森　こころ もり　こころ
勝志会 道上　春楓 みちがみ　はるか
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 片山　湖悠 かたやま　こころ
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 山口　桃果 やまぐち　ももか
全日本空手道連盟剛柔会　誠明館 依田　はるか よだ　はるか
日本空手道至誠会 渡邊　ゆま わたなべ　ゆま
全日本統道会 松室　瑞葉 まつむろ　みずは
正統松濤館岡野派 國際謙交塾武道館 石本　舞綾 いしもと　まや
一般社団法人　仙武会 稲田　直 いなだ　なお
一期倶楽部 高　由奈 こう　ゆな
飛勇会　小平道場 室田　みず希 むろた　みずき



高校生・一般女子組手
日本空手道剛武館 井崎　舞 いさき　まい
日本空手道大濤会仁勇館 渡邉　心結 わたなべ　みゆう
尚心派糸東流空手道拳心会支部朋心会 湯澤　葵 ゆざわ　あおい
JDKF. 小倉　涼 おぐら　りょう
如水会高津道場 澁谷　穂乃香 しぶや　ほのか
如水会高津道場 鈴木　彩音 すずき　あやね

マスターズ女子組手
個人エントリー 榎本　信恵 えのもと　のぶえ
拳勝館茅ヶ崎支部 梅澤　かおり うめざわ　かおり
日本空手道明桜塾 小池　陽子 こいけ　ようこ
日本空手道明桜塾 田中　百合子 たなか　ゆりこ
拳正塾 吉野　希和子 よしの　きわこ
聖心館葉山 金巻　愛唯 かねまき　あい


