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階級 優勝 準優勝 三位 三位階級 優勝 準優勝 三位 三位 敢闘賞（☆印なし）及び 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）階級 優勝 準優勝 三位 三位 敢闘賞（☆印なし）及び 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）

阿部恭輔 五十嵐寿俊阿部恭輔 五十嵐寿俊

幼児年長男女混合

阿部恭輔 五十嵐寿俊

桜琳塾 無限勇進会

幼児年長男女混合

桜琳塾 無限勇進会

細内大翔 武井大将細内大翔 武井大将

小１男女混合初級

細内大翔 武井大将

極真坂本栃木小山 極真坂本金町

小１男女混合初級

極真坂本栃木小山 極真坂本金町

斉藤煌弥

小１男女混合初級

斉藤煌弥

小１男女混合中級

斉藤煌弥

士衛塾

小１男女混合中級

士衛塾

小１男女混合中級

士衛塾

☆岡村奏洋 ☆西巻里音 ☆畠山翔空 ☆西丸 明

小１男女混合上級

☆岡村奏洋 ☆西巻里音 ☆畠山翔空 ☆西丸 明

一狼塾 士衛塾 白蓮会館湘南鎌倉 士衛塾

小１男女混合上級

一狼塾 士衛塾 白蓮会館湘南鎌倉 士衛塾

小１男女混合上級

一狼塾 士衛塾 白蓮会館湘南鎌倉 士衛塾

武井桃子 荒井虹海 鈴木颯海 野間一煕武井桃子 荒井虹海 鈴木颯海 野間一煕

小２男女混合初級

武井桃子 荒井虹海 鈴木颯海 野間一煕

極真東久留米佐藤 極真坂本栃木佐野 極真坂本栃木矢板 柔真流空手塾同志会

小２男女混合初級

極真東久留米佐藤 極真坂本栃木佐野 極真坂本栃木矢板 柔真流空手塾同志会

長塚 丈 高橋來己長塚 丈 高橋來己

小２男女混合中級

長塚 丈 高橋來己

桜琳塾 士衛塾

小２男女混合中級

桜琳塾 士衛塾

☆富田雄介 ☆斎藤鳳人 ☆松本承生 ☆岩崎純菜

小２男女混合中級

☆富田雄介 ☆斎藤鳳人 ☆松本承生 ☆岩崎純菜

小２男女混合上級

☆富田雄介 ☆斎藤鳳人 ☆松本承生 ☆岩崎純菜

極真坂本栃木大平 士衛塾 極真坂本栃木 極真坂本栃木大平

小２男女混合上級

極真坂本栃木大平 士衛塾 極真坂本栃木 極真坂本栃木大平

小２男女混合上級

極真坂本栃木大平 士衛塾 極真坂本栃木 極真坂本栃木大平

佐々木柚汰 吉成愛美 小川颯太 半田直輝

小３男女混合初級

佐々木柚汰 吉成愛美 小川颯太 半田直輝

波立塾 天心会館小川 一狼塾
北関東武道空手FCK栃木

小３男女混合初級

波立塾 天心会館小川 一狼塾
北関東武道空手FCK栃木

小３男女混合初級

波立塾 天心会館小川 一狼塾
北関東武道空手FCK栃木

清水碧韻 谷 飛香里清水碧韻 谷 飛香里

桜琳塾

小３男女混合中級

桜琳塾 極真坂本栃木佐野

小３男女混合中級

桜琳塾 極真坂本栃木佐野

☆相原光成 ☆花香琢磨 ☆斎藤桜舞 ☆荒 義隆☆相原光成 ☆花香琢磨 ☆斎藤桜舞 ☆荒 義隆

小３男女混合上級

☆相原光成 ☆花香琢磨 ☆斎藤桜舞 ☆荒 義隆

柔真流空手塾同志会 極真埼玉木村 柔真流空手塾同志会 士衛塾

小３男女混合上級

柔真流空手塾同志会 極真埼玉木村 柔真流空手塾同志会 士衛塾

樋口 蓮樋口 蓮

小４男子初級

樋口 蓮

士衛塾

小４男子初級

士衛塾

小４男子初級

士衛塾

斎藤快浬 渡辺碧月

小４男子中級

斎藤快浬 渡辺碧月

士衛塾 極真坂本栃木佐野

小４男子中級

士衛塾 極真坂本栃木佐野

小４男子中級

士衛塾 極真坂本栃木佐野

☆岡村翔洋 ☆新村流星 ☆黒須大智 ☆高橋海翔 諏佐暖人 佐久間大翔 山代龍征 小川理貴☆岡村翔洋 ☆新村流星 ☆黒須大智 ☆高橋海翔 諏佐暖人 佐久間大翔 山代龍征 小川理貴

一狼塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木 士衛塾 士衛塾 極真埼玉木村 極真坂本栃木大平 士衛塾

小４男子上級

一狼塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木 士衛塾 士衛塾 極真埼玉木村 極真坂本栃木大平 士衛塾

小４男子上級

一狼塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木 士衛塾 士衛塾 極真埼玉木村 極真坂本栃木大平 士衛塾

吉成千優吉成千優

小４女子初中級

吉成千優

天心会館小川

小４女子初中級

天心会館小川

☆板倉未羽 ☆高橋愛実 ☆青木仁菜☆板倉未羽 ☆高橋愛実 ☆青木仁菜

小４女子上級

☆板倉未羽 ☆高橋愛実 ☆青木仁菜

士衛塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木大田原

小４女子上級

士衛塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木大田原

菅波悠斗 下田倖世 塚野陽斗 中山結翔

小４女子上級

菅波悠斗 下田倖世 塚野陽斗 中山結翔

小５男子初中級

菅波悠斗 下田倖世 塚野陽斗 中山結翔

波立塾 極真坂本栃木益子 波立塾
北関東武道空手FCK栃木

小５男子初中級

波立塾 極真坂本栃木益子 波立塾
北関東武道空手FCK栃木

小５男子初中級

波立塾 極真坂本栃木益子 波立塾

小５男子上級 ☆細越竜之介 ☆土屋翔斗 ☆島田温翔 ☆佐藤颯人小５男子上級 ☆細越竜之介 ☆土屋翔斗 ☆島田温翔 ☆佐藤颯人

38kg未満 桜琳塾 極真東久留米佐藤 極真坂本栃木佐野 極真東久留米佐藤38kg未満 桜琳塾 極真東久留米佐藤 極真坂本栃木佐野 極真東久留米佐藤38kg未満 桜琳塾 極真東久留米佐藤 極真坂本栃木佐野 極真東久留米佐藤

☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者
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階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）

小５男子上級 ☆西丸 黎 ☆斎藤総眞 ☆中川蒼太 ☆坂本竜徳小５男子上級 ☆西丸 黎 ☆斎藤総眞 ☆中川蒼太 ☆坂本竜徳小５男子上級 ☆西丸 黎 ☆斎藤総眞 ☆中川蒼太 ☆坂本竜徳

38kg以上 士衛塾 士衛塾 士衛塾 一狼塾38kg以上 士衛塾 士衛塾 士衛塾 一狼塾

岩崎愛純岩崎愛純

小５女子初中級

岩崎愛純

極真坂本栃木大平

小５女子初中級

極真坂本栃木大平

☆鈴木優羅 ☆小野里莉緒

小５女子初中級

☆鈴木優羅 ☆小野里莉緒

小５女子上級

☆鈴木優羅 ☆小野里莉緒

極真坂本栃木大平 極真坂本栃木足利

小５女子上級

極真坂本栃木大平 極真坂本栃木足利

小５女子上級

極真坂本栃木大平 極真坂本栃木足利

斉藤瑠那 斎藤彪冴

小６男子初中級

斉藤瑠那 斎藤彪冴

士衛塾 極真坂本栃木矢板

小６男子初中級

士衛塾 極真坂本栃木矢板

小６男子初中級

士衛塾 極真坂本栃木矢板

小６男子上級 ☆西元翔陽 ☆村上 慶 ☆戸沢凌冠 ☆石澤大輝小６男子上級 ☆西元翔陽 ☆村上 慶 ☆戸沢凌冠 ☆石澤大輝小６男子上級 ☆西元翔陽 ☆村上 慶 ☆戸沢凌冠 ☆石澤大輝

43Kg未満 極真東久留米佐藤 琢磨会 極真坂本栃木小山 極真坂本栃木足利43Kg未満 極真東久留米佐藤 琢磨会 極真坂本栃木小山 極真坂本栃木足利

小６男子上級 ☆田代 廉 ☆鳥海兼続 ☆西巻來人 ☆菅原修悟小６男子上級 ☆田代 廉 ☆鳥海兼続 ☆西巻來人 ☆菅原修悟小６男子上級 ☆田代 廉 ☆鳥海兼続 ☆西巻來人 ☆菅原修悟

43Kg以上 士衛塾 武心塾カラテ 士衛塾 士衛塾43Kg以上 士衛塾 武心塾カラテ 士衛塾 士衛塾

赤川美乙赤川美乙

小６女子初中級

赤川美乙

極真館

小６女子初中級

極真館

小６女子初中級

極真館

小６女子上級 ☆村山夏帆 ☆竹平莉子 ☆三ヶ島玲菜小６女子上級 ☆村山夏帆 ☆竹平莉子 ☆三ヶ島玲菜

43Kg未満 士衛塾 極真東久留米佐藤 礼心会43Kg未満 士衛塾 極真東久留米佐藤 礼心会43Kg未満 士衛塾 極真東久留米佐藤 礼心会

小６女子上級 ☆上野耀子 ☆脇田優泉小６女子上級 ☆上野耀子 ☆脇田優泉

43Kg以上 礼心会43Kg以上 極真坂本栃木真岡 礼心会43Kg以上 極真坂本栃木真岡 礼心会

中学１年男子 ☆宮崎高弥 ☆小林陽人 ☆渡部 海 ☆阿部凌大中学１年男子 ☆宮崎高弥 ☆小林陽人 ☆渡部 海 ☆阿部凌大中学１年男子 ☆宮崎高弥 ☆小林陽人 ☆渡部 海 ☆阿部凌大

50kg未満 士衛塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木大平 KWF極真会館50kg未満 士衛塾 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木大平 KWF極真会館

中学１年男子 ☆中川 碧 ☆佐久間 凱 ☆藤川 匠 ☆藤田侑暉中学１年男子 ☆中川 碧 ☆佐久間 凱 ☆藤川 匠 ☆藤田侑暉中学１年男子 ☆中川 碧 ☆佐久間 凱 ☆藤川 匠 ☆藤田侑暉

50kg以上 士衛塾 士衛塾 極真館 極真坂本栃木矢板50kg以上 士衛塾 士衛塾 極真館 極真坂本栃木矢板50kg以上 士衛塾 士衛塾 極真館

中学２・３年男子 ☆倉繁璃明武 ☆青木凌翔 ☆郷 朝日 ☆猪飼真央中学２・３年男子 ☆倉繁璃明武 ☆青木凌翔 ☆郷 朝日 ☆猪飼真央

55kg未満 空手道MAC埼玉西 極真坂本栃木大田原 無限勇進会 士衛塾55kg未満 空手道MAC埼玉西 極真坂本栃木大田原 無限勇進会 士衛塾55kg未満 空手道MAC埼玉西 極真坂本栃木大田原 無限勇進会 士衛塾

中学２・３年男子 ☆小林斗樹於 ☆田口裕雅 ☆若林巧人 ☆志賀幸弘中学２・３年男子 ☆小林斗樹於 ☆田口裕雅 ☆若林巧人 ☆志賀幸弘

55kg以上 士衛塾 極真坂本栃木佐野 義和流拳法 波立塾55kg以上 士衛塾 極真坂本栃木佐野 義和流拳法 波立塾55kg以上 士衛塾 極真坂本栃木佐野 義和流拳法 波立塾

☆小林麗於菜 ☆金丸優奈 ☆藤森未琴 ☆鵜澤美波☆小林麗於菜 ☆金丸優奈 ☆藤森未琴 ☆鵜澤美波

中学１年女子

☆小林麗於菜 ☆金丸優奈 ☆藤森未琴 ☆鵜澤美波

士衛塾 士衛塾山梨 極真坂本金町 無限勇進会

中学１年女子

士衛塾 士衛塾山梨 極真坂本金町 無限勇進会

☆岩崎実莉 ☆秋葉紗希 ☆相楽澪空 ☆黒田茉凛☆岩崎実莉 ☆秋葉紗希 ☆相楽澪空 ☆黒田茉凛

中学２・３年女子

☆岩崎実莉 ☆秋葉紗希 ☆相楽澪空 ☆黒田茉凛

極真坂本栃木大平 KWF極真会館 芦原会館西山道場 拳友会中山道場

中学２・３年女子

極真坂本栃木大平 KWF極真会館 芦原会館西山道場 拳友会中山道場

高校１年男子 ☆山畑龍人 ☆秋葉晃希 ☆山内 渉　 ☆槇田賢太郎

中学２・３年女子

高校１年男子 ☆山畑龍人 ☆秋葉晃希 ☆山内 渉　 ☆槇田賢太郎高校１年男子 ☆山畑龍人 ☆秋葉晃希 ☆山内 渉　 ☆槇田賢太郎

60kg未満 拳友会中山道場 KWF極真会館 波立塾 萩原塾野原道場60kg未満 拳友会中山道場 KWF極真会館 波立塾 萩原塾野原道場60kg未満 拳友会中山道場 KWF極真会館 波立塾 萩原塾野原道場

高校１年男子 ☆永嶋甫信 ☆相澤旦暉高校１年男子 ☆永嶋甫信 ☆相澤旦暉

60kg以上 KWF極真会館 芦原会館西山道場60kg以上 KWF極真会館 芦原会館西山道場60kg以上 KWF極真会館 芦原会館西山道場

☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者
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階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）階級 優勝 準優勝 三位 三位 全日本出場権獲得者（☆印-上位４名）

高校２・３年男子 ☆飯田 蓮 ☆岡本知也 ☆野原優太郎 ☆室田秀悟高校２・３年男子 ☆飯田 蓮 ☆岡本知也 ☆野原優太郎 ☆室田秀悟高校２・３年男子 ☆飯田 蓮 ☆岡本知也 ☆野原優太郎 ☆室田秀悟

65kg未満 拳友会中山道場 極真東久留米佐藤 萩原塾野原道場 極真会館小嶋道場65kg未満 拳友会中山道場 極真東久留米佐藤 萩原塾野原道場 極真会館小嶋道場

高校２・３年男子 ☆梅田 響 ☆三杉翔哉高校２・３年男子 ☆梅田 響 ☆三杉翔哉高校２・３年男子 ☆梅田 響 ☆三杉翔哉

65kg以上 萩原塾野原道場 萩原塾野原道場65kg以上 萩原塾野原道場 萩原塾野原道場

☆青島紗良☆青島紗良

一般女子52kg未満

☆青島紗良

豪栄会空手

一般女子52kg未満

豪栄会空手

一般女子52kg未満

豪栄会空手

☆亀山陽南子 ☆大関優花

一般女子52kg以上

☆亀山陽南子 ☆大関優花

如心館栃木支部 極真会館松岡道場

一般女子52kg以上

如心館栃木支部 極真会館松岡道場

一般女子52kg以上

如心館栃木支部 極真会館松岡道場

☆松本光雄 ☆相楽 誠 ☆黒田忠宏 ☆小暮由則☆松本光雄 ☆相楽 誠 ☆黒田忠宏 ☆小暮由則

マスターズ36～40歳

☆松本光雄 ☆相楽 誠 ☆黒田忠宏 ☆小暮由則

極真坂本栃木矢板 芦原会館西山道場 北関東武道空手FCK栃木 極真坂本栃木佐野

マスターズ36～40歳

極真坂本栃木矢板 芦原会館西山道場 北関東武道空手FCK栃木 極真坂本栃木佐野

☆木村一狼 ☆中村和人 ☆羽原 潤 ☆三俣邦彦☆木村一狼 ☆中村和人 ☆羽原 潤 ☆三俣邦彦

マスターズ41～45歳

☆木村一狼 ☆中村和人 ☆羽原 潤 ☆三俣邦彦

一狼塾 極真埼玉木村 極真坂本栃木矢板 極真坂本栃木足利

マスターズ41～45歳

一狼塾 極真埼玉木村 極真坂本栃木矢板 極真坂本栃木足利

マスターズ46～50歳 ☆中田秀基 ☆藤澤隆宏 ☆八重樫 聡

マスターズ41～45歳

マスターズ46～50歳 ☆中田秀基 ☆藤澤隆宏 ☆八重樫 聡マスターズ46～50歳 ☆中田秀基 ☆藤澤隆宏 ☆八重樫 聡

70kg未満 極真埼玉木村
北関東武道空手FCK栃木 極真浜井派杉山道場70kg未満 極真埼玉木村
北関東武道空手FCK栃木 極真浜井派杉山道場70kg未満 極真埼玉木村

マスターズ46～50歳 ☆高橋英夫 ☆伊藤龍吾 ☆相澤 彰 ☆大塚真一マスターズ46～50歳 ☆高橋英夫 ☆伊藤龍吾 ☆相澤 彰 ☆大塚真一

70kg以上 極真坂本金町 士衛塾山梨 芦原会館西山道場 極真埼玉木村70kg以上 極真坂本金町 士衛塾山梨 芦原会館西山道場 極真埼玉木村70kg以上 極真坂本金町 士衛塾山梨 芦原会館西山道場 極真埼玉木村

マスターズ51歳～ ☆中三川 晃 ☆竹平直樹マスターズ51歳～ ☆中三川 晃 ☆竹平直樹

63kg未満63kg未満 極真浜井派杉山道場 極真東久留米佐藤63kg未満 極真浜井派杉山道場 極真東久留米佐藤

マスターズ51歳～ ☆川島修二 ☆泉田和彦マスターズ51歳～ ☆川島修二 ☆泉田和彦マスターズ51歳～ ☆川島修二 ☆泉田和彦

70kg以上 豪栄会空手 極真埼玉木村70kg以上 豪栄会空手 極真埼玉木村

一般男子初級 高橋 亨一般男子初級 高橋 亨一般男子初級 高橋 亨

70kg未満 士衛塾70kg未満 士衛塾70kg未満 士衛塾

一般男子初級 原田 聡一般男子初級 原田 聡

70kg以上 全闘連70kg以上 全闘連70kg以上 全闘連

一般男子中級 土橋森太郎一般男子中級 土橋森太郎

70kg未満 天心会館70kg未満 天心会館70kg未満 天心会館

一般男子中級 土屋陽一 西元拓史一般男子中級 土屋陽一 西元拓史一般男子中級 土屋陽一 西元拓史

70kg以上 極真坂本東京城西 極真東久留米佐藤70kg以上 極真坂本東京城西 極真東久留米佐藤

一般男子上級 ☆佐藤啓太 ☆宮崎秀樹 ☆木下法幸 ☆村岡雄太一般男子上級 ☆佐藤啓太 ☆宮崎秀樹 ☆木下法幸 ☆村岡雄太一般男子上級 ☆佐藤啓太 ☆宮崎秀樹 ☆木下法幸 ☆村岡雄太

軽量65kg未満 開志学園 天心会館 極真坂本栃木足利 極真坂本栃木大平軽量65kg未満 開志学園 天心会館 極真坂本栃木足利 極真坂本栃木大平

一般男子上級 ☆笠井 優 ☆田辺哲也 ☆今井悠史一般男子上級 ☆笠井 優 ☆田辺哲也 ☆今井悠史一般男子上級 ☆笠井 優 ☆田辺哲也 ☆今井悠史

中量75kg未満 士衛塾 葛飾武道研究会 極真埼玉木村中量75kg未満 士衛塾 葛飾武道研究会 極真埼玉木村中量75kg未満 士衛塾 葛飾武道研究会 極真埼玉木村

一般男子上級 ☆郷田グンデル ☆阿部州博 ☆佐々木 誠 ☆栗原良一一般男子上級 ☆郷田グンデル ☆阿部州博 ☆佐々木 誠 ☆栗原良一

重量75kg以上 極真坂本栃木足利 極真坂本栃木足利 極真埼玉木村 夏目道場重量75kg以上 極真坂本栃木足利 極真坂本栃木足利 極真埼玉木村 夏目道場重量75kg以上 極真坂本栃木足利 極真坂本栃木足利 極真埼玉木村 夏目道場

☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者


