
1 木原　大樹 （江戸川） 1 関根　良知 （港） 1 浜田　哲也 （狛江） 1 近藤　怜美 （あきる野） 1 古川　和代 （豊島）

2 古市　将 （狛江） 2 金子　文雄 （港） 2 青柳　薫 （狛江） 2 井山　晴 （江戸川） 2 野田　ルミ （練馬）

3 井上　生吾 （新宿） 3 大畑　岳 （港） 3 柳原　英夫 （新宿） 3 吉田　美栄子 （江戸川） 3

4 高居　陽介 （新宿） 4 佐藤　健司 （狛江） 4 大橋　司 （世田谷） 4 赤坂　律佳 （港） 4

5 三嶽　和弘 （杉並） 5 太田　毅 （狛江） 5 鈴木　直弘 （世田谷） 5 中郡　大輔 （渋谷） 5

6 海江田　克夫 （千代田） 6 海老田　一夫 （渋谷） 6 山内　浩 （青梅） 6 浅井　利恵 （杉並）

7 作田　誠 （八王子） 7 佐藤　求 （渋谷） 7 三谷　仁人 （千代田） 7 石河　綾子 （世田谷）

8 細野　剛 （品川） 8 梶山　久 （渋谷） 8 浅野　拓 （多摩） 8 物江　真紀子 （世田谷）

9 渡辺　俊一郎 （府中） 9 佐藤　巌 （渋谷） 9 斉藤　薫 （府中） 9 澤﨑　麻梨 （多摩）

10 川嶋　哲司 （府中） 10 小峰　孝之 （新宿） 10 柳沢　義昭 （武蔵村山） 10 中田　智美 （町田）

11 髙橋　展法 （武蔵村山） 11 山城　りつ （世田谷） 11 11 吉野　希和子 （東久留米）

12 中村　輝将 （武蔵村山） 12 堀江　圭馬 （世田谷） 12 佐藤　幸香 （日野） 1 （港） 関根　良知 金子　文雄 岩切　逸樹

13 中西　俊行 （立川） 13 石田　亜希夫 （世田谷） 13 田中　理沙 （立川） 2 （狛江） 平野　知広 小西　秀和 山崎　勝

14 14 太田　仁 （西東京） 14 横山　佐和 （練馬） 3 （渋谷） 中郡　大輔 海老田　一夫 佐藤　求

15 15 小林　勝 （千代田） 15 4 （新宿） 赤坂　輝之 井上　生吾 高居　陽介

16 16 武田　浩幸 （千代田） 5 （世田谷） 中村 厳哲 奥山 栄華 鈴木 直弘 

17 17 肥田野　光一 （町田） 1 岩切　逸樹 （港） 6 （世田谷） 大橋　司 堀江 圭馬 石田 亜希夫 

18 18 新宅　秀顕 （東大和） 2 渡辺　国衛 （町田） 7 （清瀬） 有賀　圭輔 小西　俊二 飯泉　良平

19 19 久野　一博 （日野） 3 山下　雅幸 （北） 8 （清瀬） 村山　広行 沼知　良尋 井上　浩

20 20 小林　英樹 （日野） 4 1 飯沼　ゆかり （江戸川） 9 （千代田） 海江田　克夫 小林　勝 麻島　大輔

21 佐藤　令二 （府中） 5 2 鹿野　早苗 （港） 10 （多摩） 浅野　拓 中田　龍哉 戸神　猛

22 北川　克己 （府中） 6 3 岡島　実香 （港） 11 （日野） 久野　一博 小林　英樹 緑川　貴仁

23 高橋　暢人 （府中） 7 4 栗原　ゆり子 （三鷹） 12 （府中） 渡辺俊一郎 斉藤　薫 佐藤令二

1 山崎　勝 （狛江） 24 鳥海　吉弘 （府中） 8 5 入澤　典子 （渋谷） 13 （府中） 森合　祐太 小笠原　淳史 舛谷　匡史

2 岡内　康孝 （新宿） 25 近藤　英樹 （福生） 9 6 鈴木　智子 （渋谷） 14 （府中） 高橋　暢人 鳥海　吉弘 川嶋　哲司

3 赤坂　輝之 （新宿） 26 田中　義之 （北） 10 7 尾崎　綾 （渋谷） 15

4 新井　繁男 （新宿） 27 吉田　淳一 （北） 8 所司　秀子 （杉並）

5 中村　厳哲 （世田谷） 28 9 大前　明美 （杉並）

6 奥山　栄華 （世田谷） 29 10 樋口　明美 （世田谷）

7 吉田　英謙 （青梅） 30 11 笠原　美佐子 （世田谷） 1 （江戸川） 飯沼ゆかり 井山　晴 吉田美栄子

8 戸神　猛 （多摩） 12 岡　時子 （台東） 2 （港） 喜多川　ふみ代 鹿野　早苗 岡島　実香

9 緑川　貴仁 （日野） 13 河埜　綾子 （日野） 3 （渋谷） 鈴木　智子 尾崎　綾 中田　あゆみ

10 加川　英志 （品川） 14 辰巳　里江 （日野） 4 （世田谷） 樋口　明美 石河 綾子 笠原 美佐子 

11 森合　祐太 （府中） 1 市井　栄治郎 （狛江） 15 竹埜　佳織 （日野） 5 （日野） 河埜　綾子 辰巳　里江 竹埜　佳織

12 小笠原　淳史 （府中） 2 平野　知広 （狛江） 16 陶山　可奈子 （練馬） 6 （練馬） 石原　朋子 横山　佐和 野田　ルミ

13 舛谷　匡史 （府中） 3 中田　龍哉 （多摩） 17 石原　朋子 （練馬） 7

14 桑山　泰明 （府中） 4 越川　欣四郎 （台東） 18 8

15 吉田　昌弘 （練馬） 5 19 9
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組手　男子５５～５９歳

組手　男子６０歳代

教空会 剛拳チーム

グロー・ハイパー

グロー・プロ

日通　男塾

THE魂

男・日野ベイマックス

なんとなくクローズ

豆柴の反撃

組手　女子５０歳代

組手　女子６０歳以上組手　女子４０歳代組手　男子４０～４４歳

組手　男子４５～４９歳

組手　男子５０～５４歳

組手　男子７０歳以上

NECシニアパワーズ

コマえもん

恵空会えびまるず

剛柔流空手道佐南会

教空会 強面チーム

教空会　モンスターズ

日野ベイマックス

ユッキーズ

錬心塾

団体戦　男子

団体戦　女子

飯沼シスターズ

一友会ファイターズ

マウンテンリバー


