
小学一年男子型の部 優勝 藤川　朝陽 埼玉県比企
準優勝 新行内　圭吾 埼玉県比企
3位 秦　龍太郎 埼玉県比企
4位 柳澤　拓歩 空手道新武会

小学一年女子型の部 優勝 松本玲衣愛 熊本県北　
準優勝 廣瀬 鈴 武州北

小学二年男子型の部 優勝 可知　来生 埼玉県比企
準優勝 渡部　碧 福島県
3位 末松　裕咲 埼玉県比企
4位 大野　力翔 奈良県北　

小学二年女子型の部 優勝 長谷川　美風 福島県
準優勝 愛澤　莉杏 福島県
3位 池田　暖 埼玉県比企
4位 吉岡　里依紗 蓮田

小学三年男子型の部 優勝 間中　蒼 埼玉県比企
準優勝 大関　太惺 福島県
3位 金子　翔空 蓮田
4位 大島　陽向 蓮田

小学三年女子型の部 優勝 愛澤　華蓮 福島県
準優勝 市野川　美杏 武蔵中央
3位 池田　恋 埼玉県比企
4位 白坂　愛唯 福島県

小学四年男子型の部 優勝 田辺　誠剛 山陰　
準優勝 楠元　陽海 蓮田
3位 大塚　仁人 千葉東葛
4位 関根　煌一郎 埼玉県比企

小学四年女子型の部 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
4位 堺　夢羽 福島県

小学五年男子型の部 優勝 神田　大雅 新潟県　
準優勝 小川　凰帝 蓮田
3位 冨岡　和真 埼玉県比企
4位 木下内　響 空手道新武会

小学五年女子型の部 優勝 川田　いつき 埼玉県比企
準優勝 今橋　響子 埼玉県比企
3位 南　静夏 春日部　
4位 細川　ももか 空手道新武会

小学六年男子型の部 優勝 鈴木　康生 埼玉県北　
準優勝 奥　拳飛 福島県
3位 松岡　龍樹 蓮田
4位 木村　友哉 埼玉県西　

小学六年女子型の部 優勝 田沼　華 栃木茨城県　
準優勝 三浦由芽 熊本県北　
3位 中原 衣麻梨 武州北
4位 阿部　樹里 福島県

棒の型　小学生の部 優勝 千葉　龍之介 蓮田
準優勝 花岡　恋緒奈 埼玉県北　
3位 鈴木　康生 埼玉県北　
4位 鈴木　蒼夏 埼玉県北　

青少年組手／中学１年男子軽量級 優勝 荒　義隆 士衛塾総本部
準優勝 西山　柚月 士衛塾総本部
3位 関田　昂生 大阪北摂
3位 眞木　琉之介 春日部　

青少年組手／中学１年男子重量級 優勝 中門　虎鉄 奈良県北　
準優勝 柏田　悠希 足立　
3位 愛久澤　仁哉 京都　
3位 コロフキン・ミカイル Russia

青少年組手／中学１年女子軽量級 優勝 若松　加恋 大阪南　
準優勝 弘田　沙羅 京都　
3位 岡田　佳奈 士衛塾総本部

青少年組手／中学１年女子重量級 優勝 松田理央 淑徳巣鴨空手道部
準優勝 至田　結愛 大阪南　
3位 大西　来海 奈良県南　

青少年組手／中学２年男子軽量級 優勝 横田　拳信 闘心會
準優勝 野﨑　航平 京都　
3位 山本　剛大 京都　
3位 チェルネンコ・アレクセイ Russia



青少年組手／中学２年男子重量級 優勝 戸井田　珊風 埼玉県比企
準優勝 ムキタリアン・ワルダン Russia
3位 小川　理貴 士衛塾総本部
3位 斉藤　快浬 士衛塾総本部

青少年組手／中学２年女子軽量級 優勝 億田　碧海 大阪北摂
準優勝 カミラ・ケメルベコワ Kazakhstan
3位 坂本　苺 京都　
3位 エフレモア・ナスタシィア Russia

青少年組手／中学２年女子重量級 優勝 板倉　未羽 士衛塾総本部

青少年組手／中学３年男子軽量級 優勝 千田　隼人 大阪南　
準優勝 田島　陽月 武蔵中央
3位 浜本　匠 広島県　
3位 コロフキン・パヴェル Russia

青少年組手／中学３年男子重量級 優勝 西丸　黎 士衛塾総本部
準優勝 吉田　健太郎 栃木茨城県　
3位 至田　大我 大阪南　
3位 長谷川　大翔 広島県　

青少年組手／中学３年女子軽量級 優勝 中野　倫華 士衛塾総本部

青少年組手／中学３年女子重量級 優勝 南　萌香 大阪南　
準優勝 横山　きらり 鳩ケ谷
3位 桑原　しな 蓮田

青少年組手／高校１年男子軽量級 優勝 阿部　泰聖 福島県

青少年組手／高校１年男子重量級 優勝 田中　勇利 KWF極真会館
準優勝 アンディヤン・ドシィモフ Kazakhstan
3位 蓮見　泰青 蓮田
3位 星野力也 淑徳巣鴨空手道部

青少年組手／高校１年女子軽量級 優勝 小林 椿 空手道 錬修會

青少年組手／高校１年女子重量級 優勝 グルジヤ・ウミルザコワ Kazakhstan

青少年組手／高校２年男子軽量級 優勝 増野　宏希 埼玉県西　
準優勝 佐久間　凱 士衛塾総本部
3位 ナザロフ・ダニラ Russia
3位 足立　蓮 士衛塾総本部

青少年組手／高校２年男子重量級 優勝 五十嵐　充 士衛塾総本部
準優勝 福永　匠真 KWF極真会館
3位 片桐大也 淑徳巣鴨空手道部

青少年組手／高校２年女子重量級 優勝 小林　麗於菜 士衛塾総本部

青少年組手／高校３年男子軽量級 優勝 アイベック・シャウキロフ Kazakhstan
準優勝 西森　大陽 広島県　
3位 ディフスキーデニス IFK Russia

青少年組手／高校３年男子重量級 優勝 フリノフ・ドミトリー Russia
準優勝 ポポフ・ゲナディー Russia
3位 西森　元 広島県　

青少年組手／高校３年女子軽量級 優勝 ヌルグル・サバロワ Kazakhstan

全日本壮年／ 36歳～40歳 軽量級 優勝 ロマン・イワノフ Belarus
準優勝 桑原　直幸 足立
3位 オルメノ・ジョゼ・ルイス Chile

全日本壮年／ 36歳～40歳 重量級 優勝 サガラコフ・ゲオルギー Russia
準優勝 モマハッド・セヤール・アサダニ Afghanistan
3位 大原　一也 足立

全日本壮年／ 41歳～45歳 軽量級 優勝 サーダオウイ・ナビル France
準優勝 今西　正憲 埼玉県北　
3位 高嶋　成光 埼玉県西　
3位 國分　篤太朗 福島県

全日本壮年／ 41歳～45歳 重量級 優勝 小林 史憲 空手道 錬修會

全日本壮年／ 46歳～50歳 軽量級 優勝 マムカ・ルドゥコフ Ukraine
準優勝 日景　寛 東川口・戸塚安行
3位 中澤　光孝 愛知県
3位 成瀬　正義 愛知県

全日本壮年／ 46歳～50歳 重量級 優勝 小谷川　淳一 栃木茨城県　
準優勝 蓑輪　武史 足立
3位 西川　修司 極真空手中山道場



全日本壮年／ 51歳～ 軽量級 優勝 古家　徹 愛知県
準優勝 菱山 寛 誠真会館 東伏見
3位 藤巻　英貴 士衛塾山梨

全日本壮年／ 51歳～ 重量級 優勝 金子　浩 春日部　
準優勝 富　福治 埼玉県西　
3位 伊藤　龍吾 士衛塾山梨

一般男子型の部 優勝 横澤　拓 総本部
準優勝 須藤　旭陽 福島県
3位 山下　康太朗 東川口・戸塚安行
4位 米山　真聖 空手道新武会

一般女子型の部 優勝 高橋　美波 蓮田
準優勝 マンジコワ・バイルタ Russia
3位 永戸　葵 福島県
4位 藤巻　美琴 士衛塾山梨

全日本女子／－５５kg 優勝 藤巻　明日香 士衛塾山梨
準優勝 伊藤　帆南 士衛塾山梨
3位 藤巻　美琴 士衛塾山梨
3位 アンナ・イズデフスカ Ukraine

全日本女子／＋５５kg 優勝 伊藤　里紗 士衛塾山梨
準優勝 エルナラ・ドジィスバイェワ Kazakhstan
3位 内山　未来 埼玉東

全日本ウェイト制／軽量級 優勝 大野篤貴 KWF無限勇進会
準優勝 山下　康太朗 東川口・戸塚安行
3位 ディビルキ　ブラジスラウ IFK Russia
3位 河内　勇樹 千葉東葛

全日本ウェイト制／中量級 優勝 ソロベフ・アルテン Russia
準優勝 中山　正純 極真空手中山道場
3位 石井　大祐 福島県
3位 津田　佳寿 山陰　

全日本ウェイト制／軽重量級 優勝 ダミー・ホエ・アングラーダ・ロペス Spain
準優勝 キム・ジェハク Korea
3位 白石　圭亮 奈良県北　

全日本ウェイト制／重量級 優勝 後藤 優太 空手道MAC本部道場
準優勝 伏見　清也 極真空手中山道場
3位 ヘセ・ハメス・アングラーダ・ロペスSpain

敢闘賞 山下　康太朗 東川口・戸塚安行
敢闘賞 エルナラ・ドジィスバイェワ Kazakhstan

技能賞 大野 篤貴 KWF無限勇進会
技能賞 伊藤　里紗 士衛塾山梨

試割り賞 伊南　巧音 新潟県
試割り賞 マンジコワ・バイルタ Russia

優秀賞 戸井田　珊風 埼玉県比企
優秀賞 鈴木　蒼夏 埼玉県北
優秀賞 田沼　華 栃木茨城県　


