
小学一年新人戦の部 優勝 ｽﾆﾄｩｺ･ｲｱﾛｽﾗｳ IFKRussia
準優勝 廣瀬 鈴 武州北
3位 矢澤　尚真 蓮田

小学二年新人戦の部 優勝 舘野　旺恭 福島県

準優勝 遠藤　創介 千葉海浜
3位 関根　優都 埼玉県比企
3位 木下内　奏太 空手道新武会

小学三年新人戦の部 優勝 ｽﾞｺﾌ･ﾏｸｼｨﾑ IFKRussia
準優勝 犬塚　恒之介 埼玉県比企
3位 山﨑　蓮煌 山﨑道場
3位 細川　仁 空手道新武会

小学四年新人戦の部 優勝 山崎　未央 足立
準優勝 松島　圭 山﨑道場
3位 八木　虎太朗 奈良県南

小学五年新人戦の部 優勝 ﾙｼﾉﾌ･ｾﾙｹﾞｲ IFKRussia
準優勝 加藤　大城 士衛塾総本部
3位 西澤　眞 士衛塾総本部
3位 ﾎﾞﾛﾃｨﾝ･ｱﾅﾄﾘｰ IFKRussia

小学六年新人戦の部 優勝 ﾁｭﾙｺﾌ･ﾆｷﾀ IFKRussia
準優勝 ﾎﾞﾛｷﾃｨﾝ･ｱﾚｸｾｲ IFKRussia
3位 ｺﾁｪﾙｷﾞﾝ･ﾄﾞﾐﾄﾘｰ IFKRussia
3位 ﾎﾟﾎﾟﾌ･ｱﾙﾃﾝ IFKRussia

幼年の部 優勝 舘野　珀翔 福島県

小学一年男子の部 優勝 白岩　良友 足立
準優勝 齊藤　源騎 士衛塾総本部
3位 秦　龍太郎 埼玉県比企

小学二年男子の部 優勝 山川　慶大 士衛塾総本部
準優勝 小泉　廉 埼玉県比企
3位 可知　来生 埼玉県比企
3位 末松　裕咲 埼玉県比企

小学二年女子の部 優勝 福島　古都 西新井

準優勝 山科　心潤 京都

3位 岡島　桃愛 大阪北摂

3位 愛澤　莉杏 福島県

小学３年男子軽量級 優勝 松本　卓斗　 西新井
準優勝 大山　隆翔 東川口・戸塚安行
3位 犬塚　勇之介 埼玉県比企
3位 堀　鉄生 士衛塾総本部

小学３年男子重量級 優勝 阿部　煌介 埼玉県西

準優勝 田中　龍誠 埼玉県西

3位 紺野　陽 西新井

小学３年女子軽量級 優勝 関田　凜桜 大阪北摂
準優勝 畠　海梨愛 京都
3位 池田　恋 埼玉県比企

小学３年女子重量級 優勝 奥村　瑠美菜 京都

小学４年男子軽量級 優勝 岡村　泰雅 山陰

準優勝 山科　闘毅 京都

3位 西村　将幸 大阪北摂

3位 松田　琉聖 大阪北摂

小学４年男子重量級 優勝 岡島　舜斗 大阪北摂
準優勝 羽山　虎太 足立支部
3位 関根　煌一郎 埼玉県比企
3位 カリム・ヌレシル Kazakhstan

小学４年女子軽量級 優勝 鈴木　蒼夏 埼玉県北
準優勝 水野　梨音 京都
3位 花岡　恋緒奈 埼玉県北
3位 矢作　雅妃 埼玉県西

小学５年男子軽量級 優勝 永井 樹 総合空手道神武館
準優勝 齋藤　楽空 蓮田
3位 千枝　大凌 東川口・戸塚安行
3位 カリフ・オレクサンドル Ukraine

小学５年男子重量級 優勝 鹿島　海成 大阪北摂
準優勝 岸田　庵 大阪北摂
3位 高橋　陸人 足立
3位 中島　優汰 埼玉県比企



小学５年女子軽量級 優勝 若松　渓水 大阪南
準優勝 福島　千代 西新井
3位 阿部　陽菜乃 埼玉県西
3位 今橋　響子 埼玉県比企

小学５年女子重量級 優勝 西巻　里音 士衛塾総本部
準優勝 坂本　雪芭 京都
3位 進藤　千代 千葉海浜
3位 チュイ・ミンヨン Korea

小学６年男子軽量級 優勝 俵谷　吏 大阪北摂
準優勝 岸本　峻輔 大阪南
3位 山科　大空 京都
3位 水野　夢斗 京都

小学６年男子重量級 優勝 齊藤　鳳人 士衛塾総本部
準優勝 石塚　想羽 愛知県
3位 遠藤　昊 京都
3位 岩﨑　陽斗 千葉海浜

小学６年女子軽量級 優勝 田沼　華 栃木茨城県
準優勝 瓜生　雪乃 大阪北摂
3位 鎌田　雅 大阪北摂
3位 菅原　優真 栃木茨城県

小学６年女子重量級 優勝 大垣　春姫 拳翔館

準優勝 山下　純怜 山﨑道場

3位 野﨑　明梨 京都

中学生男子型の部 優勝 戸井田　珊風 埼玉県比企
準優勝 湯浅　和樹 福島県
3位 花岡　優樹 埼玉県北
4位 鈴木　創太 千葉海浜

中学生女子型の部 優勝 松本　七海 静岡県西
準優勝 弘田　沙羅 京都
3位 吉澤　海未 千葉海浜
4位 山田　ひな 京都

高校生男子型の部 優勝 須藤　旭陽 福島県
準優勝 岡崎　蒼 福島県
3位 鈴木　陸仁 千葉海浜
4位 キム・ミンホ Korea

高校生女子型の部 優勝 高橋　美波 蓮田
準優勝 永戸　葵 福島県
3位 吉田　咲嬉 空手道新武会
4位 金丸　優奈 士衛塾山梨

棒の型　中高生 優勝 花岡　優樹 埼玉県北
準優勝 須藤　陽平 福島県
3位 吉田　愛琉 蓮田
4位 桑原　しな 蓮田

壮年女子型の部 優勝 二瓶　里実 福島県
準優勝 蓮見　智子 蓮田
3位 渡邊　洋子 山﨑道場
4位 ジョー・ジョンソン Korea

壮年男子型の部 優勝 國分　篤太朗 福島県
準優勝 サフォノフ・マクシム Russia
3位 横山正敏 遠州武道傳承會
4位 アシャスティン・アントン Russia


