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■日時：２０２１年１１月２８日(日）　
■会場：台東区 旧坂本小学校　体育館
■交通：日比谷線　入谷駅　２番出口・徒歩５分　　

■開会式・表彰式・閉会式は行いません。

１５時００分開始

１６時００分開始

　出場選手は試合開始時間までに準備をしてコートに集合して下さい。　　

■第４部：小３　　　

■第４部：小４　　　

■第６部：小５・６　　

１４時１５分開始

アップ場はありません。　各コートでアップをお願い致します。

１２時２０分時入場開始

１１時０５分時入場開始

　会場が狭い為、早めに入場しない様にお願い致します

　入賞者は試合終了後にメダルをコート本部に取りに来て下さい。

■第１部：小１　　　

■第２部：幼年　　　

■第３部：小２　　　

１０時１５分開始

１１時４５分開始

１３時００分開始

　９時３５分入場開始

　各学年ごとに入場開始時間を設定していますので必ずお守り下さい。

　また試合終了後は密を避けるため速やかにご帰宅をお願い致します。

１３時３５分時入場開始

１４時２０分時入場開始

１５時２０分時入場開始



Ｐ２

試合当日は、選手・ご父母・付き添いの方は全員健康チェック（体調・検温）を
済ませてご来場下さい。試合場入口で入館者全員、検温・指先消毒をお願い致します。
試合当日、熱がある方や体調が優れない場合は無理をせずに欠場する様にお願い致します。
館内では選手・保護者全員マスク着用をお願いします。（組手の試合ではマスクをしません）

選手の付き添いは選手１名につき1名です。試合終了後は感染対策のため速やかにご帰宅下さい。

ヘッドギアには感染対策のため、必ず「飛沫カット・インナーシールド」の着用をお願い致します。

並び間違いなど、間違えて試合を行った場合も失格となります。保護者の方は必ず試合開始まで
付き添い、ご確認をお願い致します。もし少しでも不審な点がありましたら、試合が始まる前に

応援セコンドは一切できません。ビデオ撮影は許可しますが迷惑が掛からないようにお願いします。
感染対策のため、試合後の握手、場外での挨拶は禁止とさせて頂きます。
新型コロナウイルス感染対策には万全を期して望みますが、万が一感染者が出た場合は主催者側
では一切責任は負えません。当日は会場内外での徹底した感染対策のご協力をお願い致します。

４０分前の入場は出来ません「感染対策」ご協力をお願い致します。

試合直前までマスクを着用しヘッドガードを着用する時にマスクを外して下さい。

今大会は各支部の先生方や審判、スタッフ、出場選手と保護者の皆様のご協力のもと良い大会に

お気軽にスタッフご相談下さい。

貴重品等は各自で責任を持って保管して下さい。　紛失しても主催者は一切責任を負いません。
会場内は基本的に飲食禁止です。持ち込んだゴミは必ず各自でお持ち帰り下さい。

試合中の怪我は保険で対応しますが、負傷・事故に対して主催者は一切責任を負いません
試合開始までに規定の用具を着用し試合コートに待機してない場合は「失格」となります。

注意事項！

試合会場への入場は「密」を避けるため、試合開始４０分前に入場して下さい。

会場の体育館は老朽化が進んでいます。気になる方は室内スリッパわ各自ご用意下さい。

したいと思いますので、ご協力宜しくお願い致します。
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★Ｂコート

■型・小１(ＡＢブロック）

■組手・小１
チャレンジＢ

■小１初級

★Ａコート

■型・小１・ＡＢブロック
決勝戦はＡコートで行います

■組手・小１

チャレンジＡ

選手待機 選手待機



★入賞者８名 Ｐ４

1 小１ 柿山　雅裕 かきやま　まさひろ 男 小１ 10・橙 124 22 東京豊島

2 小１ 山本　誠一朗 やまもと　せいいちろう 男 小１ 10・橙 118 23 東京お茶の水

3 小１ 細川　琉聖 ほそかわ　りゅうせい 男 小１ 9・橙 119 20 東京豊島

4 小１ 関　隆之介 せき　りゅうのすけ 男 小１ 9・橙 130 26 神奈川北加藤

5 小１ 宮川　悠哉 みやかわ　ゆうや 男 小１ 10・橙 115 19 東京豊島

6 小１ 河野　真花 こうの　まはな 女 小１ 9・橙 113 19 東京ベイ港

7 小１ 堀口　大翔 ほりぐち　ひろと 男 小１ 10・橙 122 21 東京豊島

8 小１ 美山　皇晴 みやま　こうせい 男 小１ 8・青 121 23 東京山手

9 小１ 太田　沙月 おおた　さつき 女 小１ 9・橙 125 24 埼玉大宮西

10 小１ 伊藤　花南 いとう　はな 女 小１ 10・橙 125 25 東京豊島

11 小１ 土屋　宙斗 つちや　ひろと 男 小１ 10・橙 119 26 東京お茶の水

12 小１ 山本 飛雄馬 やまもと　ひゅうま 男 小１ 10・橙 124 25 神奈川北加藤

13 小１ 田島　怜愛 たじま　れいあ 女 小１ 9・橙 117 20 東京佐伯

14 小１ 逆瀬川　幸騎 さかせがわ　こうき 男 小１ 10・橙 130 25 東京豊島

15 小１ 藤井有哉 ふじいありや 男 小１ 9・橙 126 21 江戸川

16 小１ 大田尾　拓実 おおたお　たくみ 男 小１ 8・青 120 27 東京豊島

17 小１ 鈴木　陽太 すずき　ようた 男 小１ 9・橙 124 20 東京ベイ港

18 小１ 山下功晟 やました　こうせい 男 小１ 9・橙 127 34 東京大田南内藤

19 小１ 三堂　寛太 さんどう　かんた 男 小１ 10・橙 125 25 東京豊島

20 小１ 加藤　隆堅 かとう　りゅうけん 男 小１ 9・橙 128 22 東京山手

21 小１ 佐藤　大和 さとう　やまと 男 小１ 8・青 125 28 東京豊島

22 小１ 薬師　湊人 やくし　みなと 男 小１ 9・橙 123 21 江戸川

23 小１ 中井川　煌太郎 なかいがわ　こうたろう 男 小１ 10・橙 118 22 東京豊島

24 小１ 佐藤　英司 さとう　えいじ 男 小１ 白・無 117 20 東京佐伯

25 小１ 市川　昇 いちかわ　しょう 男 小１ 8・青 128 28 東京豊島

26 小１ 古川　昴 ふるかわ　すばる 男 小１ 9・橙 130 27 東京ベイ港

27 小１ 辻本　哲明 つじもと　てつあき 男 小１ 10・橙 123 29 東京北西

28 小１ 金井　和史 かない　かずし 男 小１ 8・青 125 25 東京豊島

29 小１ 三塚　史也 みつか　ふみや 男 小１ 10・橙 124 24 東京山手

30 小１ 池内 晟 いけうち　じょう 男 小１ 白・無 120 21 神奈川北加藤

31 小１ 石井　優真 いしい　ゆうま 男 小１ 白・無 120 22 東京佐伯

32 小１ 内田　翔 うちだ　かける 男 小１ 7・青 130 25 東京豊島

33 小１ 長岡　いっき ながおか　いっき 男 小１ 10・橙 120 22 東京お茶の水

34 小１ 髙木　裕人 たかき　ひろと 男 小１ 7・青 132 24 東京豊島

35 小１ 松永佳来 まつながかく 男 小１ 10・橙 120 22 江戸川

36 小１ 今村　匠 いまむら　たくみ 男 小１ 10・橙 108 17 埼玉大宮西

★１部　１０：１５～　

決勝戦はＡコートで行います。

■型の部　小１　太極その１　　　Ａコート（ＡＢブロック）

　　　Ｂコート（ＣＤブロック）

決勝戦はＡコートで行います。



入賞者８名 Ｐ５

1 小１ 柿山　雅裕 かきやま　まさひろ 男 小１ 10・橙 124 22 東京豊島

2 小１ 土屋　宙斗 つちや　ひろと 男 小１ 10・橙 119 26 東京お茶の水

3 小１ 加藤　隆堅 かとう　りゅうけん 男 小１ 9・橙 128 22 東京山手

4 小１ 松原　圭治郎 まつばら　けいじろう 男 小１ 7・青 109 16 江戸川

5 小１ 斉藤　旭飛 さいとう　あさひ 男 小１ 9・橙 120 19 湘南

6 小１ 宮川　悠哉 みやかわ　ゆうや 男 小１ 10・橙 115 19 東京豊島

7 小１ 沼倉　岳斗 ぬまくら　やまと 男 小１ 9・橙 113 20 東京ベイ港

8 小１ 細川　琉聖 ほそかわ　りゅうせい 男 小１ 9・橙 119 20 東京豊島

9 小１ 木村　哉太 きむら　かなた 男 小１ 7・青 110 17 江戸川

10 小１ 関　隆之介 せき　りゅうのすけ 男 小１ 9・橙 130 26 神奈川北加藤

11 小１ 近藤　晃弘 こんどう　あきひろ 男 小１ 10・橙 126 27 総本部

12 小１ 髙部　達也 たかべ　たつや 男 小１ 白・無 131 34 東京お茶の水

13 小１ 山下功晟 やました　こうせい 男 小１ 9・橙 127 34 東京大田南内藤

14 小１ 三塚　史也 みつか　ふみや 男 小１ 10・橙 124 24 東京山手

15 小１ 長田　爽愛 ながた　そら 女 小１ 9・橙 120 25 江戸川

16 小１ 宮城　彰大 みやぎ　あきひろ 男 小１ 8・青 115 20 東京山手

17 小１ 伊藤　花南 いとう　はな 女 小１ 10・橙 125 25 東京豊島

18 小１ 薬師　湊人 やくし　みなと 男 小１ 9・橙 123 21 江戸川

19 小１ 須山　陽登 すやま　あきと 男 小１ 10・橙 113 22 東京ベイ港

20 小１ 山本　誠一朗 やまもと　せいいちろう 男 小１ 10・橙 118 23 東京お茶の水

21 小１ 峯岸　拓馬 みねぎし　たくま 男 小１ 10・橙 121 23 江戸川

22 小１ 田島　怜愛 たじま　れいあ 女 小１ 9・橙 117 20 東京佐伯

23 小１ 堀口　大翔 ほりぐち　ひろと 男 小１ 10・橙 122 21 東京豊島

24 小１ 久保田　路央 くぼた　じお 男 小１ 10・橙 120 20 東京北西

25 小１ 岩本　世梛 いわもと　せな 男 小１ 10・橙 117 27 江戸川

26 小１ 山本 飛雄馬 やまもと　ひゅうま 男 小１ 10・橙 124 25 神奈川北加藤

27 小１ 逆瀬川　幸騎 さかせがわ　こうき 男 小１ 10・橙 130 25 東京豊島

28 小１ 太田　沙月 おおた　さつき 女 小１ 9・橙 125 24 埼玉大宮西

29 小１ 古川　昴 ふるかわ　すばる 男 小１ 9・橙 130 27 東京ベイ港

30 小１ 石原　結衣 いしはら　ゆい 女 小１ 10・橙 124 26 東京山手

★１部　１０：１５～　Ａコート
■組手　小１・チャレンジＡ　　１分×体重判定



入賞者８名 Ｐ６

1 小１ 渡邉凱士 わたなべかいと 男 小１ 9・橙 127 32 江戸川

2 小１ 折原　秀成 おりはら　ひでなり 男 小１ 10・橙 120 30 東京お茶の水

3 小１ 大田尾　拓実 おおたお　たくみ 男 小１ 8・青 120 27 東京豊島

4 小１ 三井　登希央 みつい　ときお 男 小１ 9・橙 120 24 総本部

5 小１ 山村　駿介 やまむら　しゅんすけ 男 小１ 9・橙 137 27 東京山手

6 小１ 林下　宗祐 はやしした　そうすけ 男 小１ 10・橙 132 26 東京ベイ港

7 小１ 池内 晟 いけうち　じょう 男 小１ 白・無 120 21 神奈川北加藤

8 小１ 松永佳来 まつながかく 男 小１ 10・橙 120 22 江戸川

9 小１ 佐藤　英司 さとう　えいじ 男 小１ 白・無 117 20 東京佐伯

10 小１ 美山　皇晴 みやま　こうせい 男 小１ 8・青 121 23 東京山手

11 小１ 三堂　寛太 さんどう　かんた 男 小１ 10・橙 125 25 東京豊島

12 小１ 鎌田昌也 かまたまさや 男 小１ 白・無 123 23 江戸川

13 小１ 長岡　いっき ながおか　いっき 男 小１ 10・橙 120 22 東京お茶の水

14 小１ 佐藤　大和 さとう　やまと 男 小１ 8・青 125 28 東京豊島

15 小１ 武弘　昇 たけひろ　じょう 男 小１ 9・橙 123 26 東京お茶の水

16 小１ 近藤　武尋 こんどう　たけひろ 男 小１ 9・橙 120 24 東京山手

17 小１ 石井　優真 いしい　ゆうま 男 小１ 白・無 120 22 東京佐伯

18 小１ ロバティ 龍大 ろばてぃ　りゅうた 男 小１ 白・無 123 23 神奈川北加藤

19 小１ 須藤橙生 すどうだいき 男 小１ 10・橙 121 27 江戸川

20 小１ 辻本　哲明 つじもと　てつあき 男 小１ 10・橙 123 29 東京北西

21 小１ ロワイエ優海里 ろわいえゆうり 男 小１ 9・橙 123 22 江戸川

22 小１ 安藤　椿七 あんどう　さな 女 小１ 8・青 113 19 東京豊島

23 小１ 井上　華穂 いのうえ　かほ 女 小１ 9・橙 116 20 湘南

24 小１ 中井川　煌太郎 なかいがわ　こうたろう 男 小１ 10・橙 118 22 東京豊島

25 小１ 米ノ井　ハル こめのい　はる 男 小１ 10・橙 115 21 東京山手

26 小１ 田中 劉聖 たなか　りゅうせい 男 小１ 9・橙 116 21 江戸川

27 小１ 河野　真花 こうの　まはな 女 小１ 9・橙 113 19 東京ベイ港

入賞者２名
1 小１ 内田　翔 うちだ　かける 男 小１ 7・青 130 25 東京豊島

2 小１ 西野　輝大 にしの　ひかる 男 小１ 8・青 120 24 江戸川

3 小１ 金井　和史 かない　かずし 男 小１ 8・青 125 25 東京豊島

4 小１ 市川　昇 いちかわ　しょう 男 小１ 8・青 128 28 東京豊島

5 小１ 沖崎　唯 おきざき　ゆい 女 小１ 8・青 112 22 江戸川

6 小１ 中野　ひより なかの　ひより 女 小１ 7・青 121 20 東京豊島

★1部　１０：１５～　Ｂコート
■組手　小１・チャレンジＢ　　１分×体重判定

■組手　小１初級　１分×体重判定



Ｐ７

★Ｂコート

■型・年中

■組手・年長(チャレンジ）

★Ａコート

■型・年中

■組手・年中(チャレンジ）

選手待機 選手待機



入賞者２名 Ｐ８

1 年中 吉田　塔哉 よしだ　とうや 男 年中 白・無 115 20 東京豊島

2 年中 嶋村　優人 しまむら　ゆうと 男 年中 白・無 110 17 東京豊島

3 年中 鎌田　響詩 かまだ　ひびと 男 年中 10・橙 119 19 江戸川

4 年中 萩原　律 はぎわら　りつ 男 年中 白・無 110 18 東京豊島

5 年中 西田　優 にしだ　ゆう 女 年中 9・橙 113 18 東京豊島

6 年中 小野里　颯祐 おのざと　そうすけ 男 年中 10・橙 109 23 江戸川

7 年中 都甲　健人 とこう　けんと 男 年中 白・無 107 17 東京豊島

8 年中 亀山　翔太 かめやま　しょうた 男 年中 10・橙 108 18 埼玉大宮西

9 年中 石神　源之助 いしがみ　げんのすけ 男 年中 白・無 110 21 東京豊島

入賞者４名
1 年中 吉田　塔哉 よしだ　とうや 男 年中 白・無 115 20 東京豊島

2 年中 鎌田　響詩 かまだ　ひびと 男 年中 10・橙 119 19 江戸川

3 年中 成宮　滉貴 なるみや　こうき 男 年中 白・無 108 17 東京山手

4 年中 萩原　律 はぎわら　りつ 男 年中 白・無 110 18 東京豊島

5 年中 松原　新汰郎 まつばら　しんたろう 男 年中 9・橙 97 12 江戸川

6 年中 田中　敢太朗 たなか　かんたろう 男 年中 白・無 100 14 東京山手

7 年中 小野里　颯祐 おのざと　そうすけ 男 年中 10・橙 109 23 江戸川

8 年中 石神　源之助 いしがみ　げんのすけ 男 年中 白・無 110 21 東京豊島

9 年中 川谷　信太郎 かわたに　しんたろう 男 年中 白・無 107 17 総本部

10 年中 西田　優 にしだ　ゆう 女 年中 9・橙 113 18 東京豊島

11 年中 牛尾　結 うしお　ゆい 女 年中 白・無 108 16 江戸川

12 年中 美山　大士朗 みやま　おおじろう 男 年中 10・橙 113 19 東京山手

13 年中 都甲　健人 とこう　けんと 男 年中 白・無 107 17 東京豊島

14 年中 亀山　翔太 かめやま　しょうた 男 年中 10・橙 108 18 埼玉大宮西

15 年中 嶋村　優人 しまむら　ゆうと 男 年中 白・無 110 17 東京豊島

16 年中 ロワイエ優尚 ろわいえゆうしょう 男 年中 10・橙 107 16 江戸川

■型の部　幼年・年中の部　太極その１　（号令あり）
★２部　１１：４５～　Ａコート

■組手　年中チャレンジ　試合時間１分×体重判定



入賞者４名 Ｐ９

1 年長 白濱　航希 しらはま　こうき 男 年長 9・橙 118 23 東京豊島

2 年長 柳川　彰吾 やながわ　しょうご 男 年長 白・無 120 23 東京佐伯

3 年長 田守　佑成 たもり　ゆうせい 男 年長 白・無 117 20 埼玉大宮西

4 年長 一色　陽平 いっしき　ようへい 男 年長 7・青 109 18 江戸川

5 年長 平沼　蒼大 ひらぬま　そうた 男 年長 白・無 124 21 東京豊島

6 年長 渡辺　慶人 わたなべ　けいと 男 年長 白・無 120 22 東京お茶の水

7 年長 石毛　大輔 いしげ　だいすけ 男 年長 白・無 111 20 東京豊島

8 年長 上原　大知 うえはら　だいち 男 年長 白・無 114 19 東京佐伯

9 年長 中村　一真 なかむら　かずま 男 年長 白・無 113 19 東京北西

10 年長 内村　世治 うちむら　せいじ 男 年長 10・橙 125 24 東京豊島

11 年長 山本　奏音 やまもと　かなね 女 年長 10・橙 116 20 埼玉大宮西

12 年長 井植　伊織 いのうえ　いおり 男 年長 10・橙 114 20 神奈川北加藤

13 年長 加藤　壮一郎 かとう　そういちろう 男 年長 10・橙 116 21 埼玉大宮西

14 年長 田中　咲 たなか　さく 男 年長 10・橙 121 24 東京豊島

15 年長 宮坂　聡太 みやさか　そうた 男 年長 10・橙 112 17 東京お茶の水

16 年長 川﨑　隼輔 かわさき　しゅんすけ 男 年長 9・橙 118 21 東京豊島

17 年長 林　実慶 はやし　さねちか 男 年長 10・橙 118 21 東京佐伯

18 年長 秋本　礼名 あきもと　れいな 女 年長 10・橙 112 21 東京北西

19 年長 大門　真穂 おおかど　まほ 女 年長 9・橙 126 22 東京豊島

20 年長 戸谷　光希 とや　こうき 男 年長 9・橙 106 17 江戸川

21 年長 井上　夏希 いのうえ　なつき 男 年長 10・橙 120 23 東京山手

22 年長 小永吉　優澄 こながよし　ゆうと 男 年長 10・橙 112 18 埼玉大宮西

23 年長 内山　朔太朗 うちやま　さくたろう 男 年長 白・無 123 23 東京佐伯

24 年長 大草　円清 おおくさ　えんせい 男 年長 10・橙 113 19 総本部

■型の部　幼年・年長の部　　太極その１（号令あり）
★２部　１１：４５～　Ｂコート



入賞者８名 Ｐ１０

1 年長 白濱　航希 しらはま　こうき 男 年長 9・橙 118 23 東京豊島

2 年長 河合　秀 かわい　しゅう 男 年長 白・無 122 24 神奈川北加藤

3 年長 秋本　礼名 あきもと　れいな 女 年長 10・橙 112 21 東京北西

4 年長 渡辺　慶人 わたなべ　けいと 男 年長 白・無 120 22 東京お茶の水

5 年長 石毛　大輔 いしげ　だいすけ 男 年長 白・無 111 20 東京豊島

6 年長 加藤　壮一郎 かとう　そういちろう 男 年長 10・橙 116 21 埼玉大宮西

7 年長 村上　蔵士 むらかみ　くろうど 男 年長 白・無 113 18 東京佐伯

8 年長 大草　円清 おおくさ　えんせい 男 年長 10・橙 113 19 総本部

9 年長 佐伯　咲哉 さえき　さくや 男 年長 白・無 114 22 東京豊島

10 年長 大庭　颯斗 おおば　はやと 男 年長 10・橙 115 19 湘南

11 年長 田守　佑成 たもり　ゆうせい 男 年長 白・無 117 20 埼玉大宮西

12 年長 冠木　結翔 かぶき　ゆいと 男 年長 白・無 112 18 埼玉中央

13 年長 平沼　蒼大 ひらぬま　そうた 男 年長 白・無 124 21 東京豊島

14 年長 相馬　光佑 そうま　こうすけ 男 年長 白・無 115 21 東京佐伯

15 年長 奥村　聡介 おくむら　そうすけ 男 年長 白・無 110 18 神奈川北加藤

16 年長 戸谷　光希 とや　こうき 男 年長 9・橙 106 17 江戸川

17 年長 内村　世治 うちむら　せいじ 男 年長 10・橙 125 24 東京豊島

18 年長 井上　夏希 いのうえ　なつき 男 年長 10・橙 120 23 東京山手

19 年長 林　実慶 はやし　さねちか 男 年長 10・橙 118 21 東京佐伯

20 年長 佐々木　穣 ささき　じょう 男 年長 白・無 118 22 神奈川北加藤

21 年長 小永吉　優澄 こながよし　ゆうと 男 年長 10・橙 112 18 埼玉大宮西

22 年長 髙根　稟太朗 たかね　りんたろう 男 年長 白・無 105 15 東京北西

23 年長 林　竜司 はやし　りゅうじ 男 年長 10・橙 120 20 湘南

24 年長 庄司　聖真 しょうじ　せいま 男 年長 10・橙 113 20 東京ベイ港

25 年長 田中　咲 たなか　さく 男 年長 10・橙 121 24 東京豊島

26 年長 黒田　碧 くろだ　あおい 男 年長 白・無 114 21 埼玉中央

27 年長 柳川　彰吾 やながわ　しょうご 男 年長 白・無 120 23 東京佐伯

28 年長 勢川　暖豊 せがわ　はると 男 年長 白・無 120 22 江戸川

29 年長 中村　一真 なかむら　かずま 男 年長 白・無 113 19 東京北西

30 年長 宮坂　聡太 みやさか　そうた 男 年長 10・橙 112 17 東京お茶の水

31 年長 星野　陽向 ほしの　ひなた 男 年長 白・無 120 27 埼玉大宮西

32 年長 古井　とおり ふるい　とおり 男 年長 白・無 115 25 東京豊島

★２部　１１：４５～　Ｂコート
■組手の部　幼年（年長）　試合時間１分×体重判定



Ｐ１１

★Ｂコート

■型・小２(ＣＤブロック）

■組手・小２チャレンジ

■組手・小２初級

★Ａコート

■型・小２(ＡＢブロック）
決勝戦はＡコートで行います

■組手・小２デビュー

選手待機 選手待機



入賞者８名 Ｐ１２

1 小２ 滝沢　果暖 たきざわ　かだん 男 小２ 8・青 122 26 東京豊島

2 小２ 宮本　莉子 みやもと　りこ 女 小２ 7・青 125 30 江戸川

3 小２ 梅木　晴十郎 うめき　せいじゅうろう 男 小２ 8・青 125 27 東京佐伯

4 小２ 岩﨑　碧凜 いわさき　あおり 男 小２ 9・橙 124 23 東京お茶の水

5 小２ 中島　大智 なかじま　だいち 男 小２ 10・橙 129 23 総本部

6 小２ 柴田　航大 しばた　こうた 男 小２ 6・黄 124 29 東京豊島

7 小２ 山崎　一樹 やまざき　いつき 男 小２ 8・青 125 26 東京城南川崎

8 小２ 浅見　惺捺 あさみ　せいな 女 小２ 8・青 124 26 埼玉大宮西

9 小２ 増田晟士 ますだまさひと 男 小２ 4・緑 123 24 江戸川

10 小２ 大原　佑雛 おおはら　ゆうな 女 小２ 8・青 129 32 東京佐伯

11 小２ 長濵　大明 ながはま　たいめい 男 小２ 9・橙 125 26 神奈川北加藤

12 小２ 滝沢　佑公 たきざわ　ゆうく 男 小２ 8・青 119 22 東京豊島

13 小２ 小林 心優 こばやし こう 男 小２ 9・橙 120 22 神奈川北加藤

14 小２ 牛尾　颯太 うしお　そうた 男 小２ 6・黄 120 22 江戸川

15 小２ 小山田　櫂 おやまだ　かい 男 小２ 8・青 119 21 東京城南川崎

16 小２ 前田　遥斗 まえだ　はると 男 小２ 9・橙 124 22 東京佐伯

17 小２ 吉本光惺 よしもと　こうせい 男 小２ 9・橙 126 32 東京大田南内藤

18 小２ 小林　晟明 こばやし　せいめい 男 小２ 白・無 122 23 東京佐伯

19 小２ 井出　康允 いで　こうすけ 男 小２ 白・無 126 29 東京北西

20 小２ 菰田 瑛斗 こもだ　えいと 男 小２ 3・緑 135 28 江戸川

21 小２ 山崎　辰樹 やまざき　たつき 男 小２ 8・青 125 29 東京城南川崎

22 小２ 石丸　裕明 いしまる　ひろあき 男 小２ 白・無 136 34 東京山手

小２

小２

■型の部　小２　太極その１　　Ａ・Ｂブロック

小２型　決勝戦

決勝戦はＡコートで行います。

★３部　１３：００～　Aコート



入賞者8名 Ｐ１３

23 小２ 君塚　大壽 きみづか　だいじゅ 男 小２ 8・青 119 21 東京城南川崎

24 小２ 小野里　俊佑 おのざと　しゅんすけ 男 小２ 8・青 123 27 江戸川

25 小２ 岩井　晴信 いわい　はるのぶ 男 小２ 6・黄 121 24 東京豊島

26 小２ 近藤　誠之介 こんどう　せいのすけ 男 小２ 10・橙 128 26 東京佐伯

27 小２ 石橋 虎汰郎 いしばし　こたろう 男 小２ 10・橙 120 22 神奈川北加藤

28 小２ 牧瀬　知允 まきせ　ともや 男 小２ 10・橙 130 29 埼玉大宮西

29 小２ 小林陽汰 こばやし　ひなた 男 小２ 8・青 120 25 東京大田南内藤

30 小２ 伊藤　梨央 いとう　りお 女 小２ 6・黄 121 25 東京城南川崎

31 小２ 内山　謙 うちやま　けん 男 小２ 9・橙 130 34 東京佐伯

32 小２ 間　康太郎 はざま　こうたろう 男 小２ 9・橙 122 22 東京お茶の水

33 小２ 虞　茹楽 ぐ　ゆら 女 小２ 7・青 122 24 江戸川

34 小２ 田中　賀久 たなか　がく 男 小２ 8・青 126 27 東京ベイ港

35 小２ 川﨑　太輔 かわさき　たいすけ 男 小２ 7・青 137 27 東京豊島

36 小２ 吉川　史恩 よしかわ　しおん 男 小２ 8・青 130 33 東京佐伯

37 小２ 前川　幸之真 まえかわ　ゆきのしん 男 小２ 9・橙 140 40 総本部

38 小２ 辻　優人 つじ　ゆうと 男 小２ 7・青 134 25 湘南

39 小２ 高　宇飛 たか　そらと 男 小２ 8・青 123 28 東京城南川崎

40 小２ 高岡　龍志 たかおか　たつし 男 小２ 10・橙 120 20 東京北西

41 小２ 小松　誠汰郎 こまつ　せいたろう 男 小２ 8・青 122 23 東京佐伯

42 小２ 石山統真 いしやまとうま 男 小２ 9・橙 120 23 江戸川

43 小２ 田守　直志 たもり　なおし 男 小２ 10・橙 125 26 埼玉大宮西

決勝戦はＡコートで行います。

■型の部　小２　太極その１　　Ｃ・Ｄブロック
★３部　１３：００～　Ｂコート



入賞者８名 Ｐ１４

1 小２ 村田 湊真 むらた　そうま 男 小２ 9・橙 122 30 江戸川

2 小２ 最上谷　航汰 もがみや　こうた 男 小２ 白・無 128 27 神奈川北加藤

3 小２ 秋山　楓 あきやま　かえで 女 小２ 8・青 130 27 東京中野

4 小２ 辻浦　全士郎 つじうら　ぜんしろう 男 小２ 白・無 126 26 総本部

5 小２ 近藤　誠之介 こんどう　せいのすけ 男 小２ 10・橙 128 26 東京佐伯

6 小２ 田守　直志 たもり　なおし 男 小２ 10・橙 125 26 埼玉大宮西

7 小２ 山崎　龍八 やまざき　りょうや 男 小２ 10・橙 127 26 湘南

8 小２ 松内　一真 まつうち　かずま 男 小２ 8・青 123 21 東京北西

9 小２ 小野里　俊佑 おのざと　しゅんすけ 男 小２ 8・青 123 27 江戸川

10 小２ 秋山　文香 あきやま　ふみか 女 小２ 9・橙 128 25 東京お茶の水

11 小２ 上島　颯斗 かみじま　はやと 男 小２ 10・橙 123 23 東京中野

12 小２ 高岡　龍志 たかおか　たつし 男 小２ 10・橙 120 20 東京北西

13 小２ 金子　廉大 かねこ　れお 男 小２ 9・橙 127 25 江戸川

14 小２ 山崎　辰樹 やまざき　たつき 男 小２ 8・青 125 29 東京城南川崎

15 小２ 吉川　史恩 よしかわ　しおん 男 小２ 8・青 130 33 東京佐伯

16 小２ 石丸　裕明 いしまる　ひろあき 男 小２ 白・無 136 34 東京山手

17 小２ 平田　健 ひらた　たける 男 小２ 10・橙 140 28 江戸川

18 小２ 前川　幸之真 まえかわ　ゆきのしん 男 小２ 9・橙 140 40 総本部

19 小２ 山崎　一樹 やまざき　いつき 男 小２ 8・青 125 26 東京城南川崎

20 小２ 牧瀬　知允 まきせ　ともや 男 小２ 10・橙 130 29 埼玉大宮西

21 小２ 石山統真 いしやまとうま 男 小２ 9・橙 120 23 江戸川

22 小２ 小林陽汰 こばやし　ひなた 男 小２ 8・青 120 25 東京大田南内藤

23 小２ 内山　謙 うちやま　けん 男 小２ 9・橙 130 34 東京佐伯

24 小２ 鈴木　司 すずき　つかさ 男 小２ 8・青 135 31 神奈川北加藤

25 小２ 小林　晟明 こばやし　せいめい 男 小２ 白・無 122 23 東京佐伯

26 小２ 岩﨑　碧凜 いわさき　あおり 男 小２ 9・橙 124 23 東京お茶の水

27 小２ 五島　楓花 ごとうふうか 女 小２ 9・橙 123 23 江戸川

28 小２ 髙根　享太朗 たかね　きょうたろう 男 小２ 白・無 114 19 東京北西

29 小２ 豊田　大真 とよだ　ひろまさ 男 小２ 白・無 128 30 東京佐伯

30 小２ 辻　優人 つじ　ゆうと 男 小２ 7・青 134 25 湘南

31 小２ 虞　茹楽 ぐ　ゆら 女 小２ 7・青 122 24 江戸川

32 小２ 君塚　大壽 きみづか　だいじゅ 男 小２ 8・青 119 21 東京城南川崎

33 小２ 土田　朔也 つちだ　さくや 男 小２ 10・橙 121 22 東京中野

■組手　小２デビュー　１分×体重判定
★３部　１３：００～　Aコート



入賞者４名 Ｐ１５

1 小２ 滝沢　佑公 たきざわ　ゆうく 男 小２ 8・青 119 22 東京豊島

2 小２ 小林 心優 こばやし こう 男 小２ 9・橙 120 22 神奈川北加藤

3 小２ 増田晟士 ますだまさひと 男 小２ 4・緑 123 24 江戸川

4 小２ 白藤　なな子 しらふじ　ななこ 女 小２ 10・橙 126 22 総本部

5 小２ 吉本光惺 よしもと　こうせい 男 小２ 9・橙 126 32 東京大田南内藤

6 小２ 安達　稜太 あだち　りょうた 男 小２ ７・青 139 38 江戸川

7 小２ 滝沢　果暖 たきざわ　かだん 男 小２ 8・青 122 26 東京豊島

8 小２ 伊藤　梨央 いとう　りお 女 小２ 6・黄 121 25 東京城南川崎

9 小２ 伊東　竜希 いとう　りゅうき 男 小２ 7・青 137 45 江戸川

10 小２ 柴田　航大 しばた　こうた 男 小２ 6・黄 124 29 東京豊島

11 小２ 阿南　理咲子 あなみ　りさこ 女 小２ 7・青 125 29 東京お茶の水

12 小２ 長濵　大明 ながはま　たいめい 男 小２ 9・橙 125 26 神奈川北加藤

13 小２ 宮本　莉子 みやもと　りこ 女 小２ 7・青 125 30 江戸川

14 小２ 岩井　晴信 いわい　はるのぶ 男 小２ 6・黄 121 24 東京豊島

15 小２ 前田　遥斗 まえだ　はると 男 小２ 9・橙 124 22 東京佐伯

16 小２ 間　康太郎 はざま　こうたろう 男 小２ 9・橙 122 22 東京お茶の水

17 小２ 高　宇飛 たか　そらと 男 小２ 8・青 123 28 東京城南川崎

18 小２ 舘山　波瑠 たてやま　はる 男 小２ 6・黄 123 23 東京豊島

19 小２ 渡邊律希 わたなべ　りつき 男 小２ 10・橙 127 28 東京大田南内藤

20 小２ 大山　雄生 おおやま　ゆうせい 男 小２ 7・青 142 30 江戸川

21 小２ 石橋 虎汰郎 いしばし　こたろう 男 小２ 10・橙 120 22 神奈川北加藤

22 小２ 中島　大智 なかじま　だいち 男 小２ 10・橙 129 23 総本部

入賞者２名
1 小２ 小松　誠汰郎 こまつ　せいたろう 男 小２ 8・青 122 23 東京佐伯

2 小２ 浅見　惺捺 あさみ　せいな 女 小２ 8・青 124 26 埼玉大宮西

3 小２ 大原　佑雛 おおはら　ゆうな 女 小２ 8・青 129 32 東京佐伯

4 小２ 田中　賀久 たなか　がく 男 小２ 8・青 126 27 東京ベイ港

5 小２ 前田　力毅 まえだ　りき 男 小２ 9・橙 122 22 埼玉大宮西

6 小２ 牛尾　颯太 うしお　そうた 男 小２ 6・黄 120 22 江戸川

7 小２ 野村　太助 のむら　だいすけ 男 小２ 8・青 127 27 東京ベイ港

8 小２ 梅木　晴十郎 うめき　せいじゅうろう 男 小２ 8・青 125 27 東京佐伯

■組手　小２初級　１分×体重判定

■組手　小２チャレンジ　１分×体重判定
★３部　１３：００～　Ｂコート



Ｐ１６

★Ｂコート

■型・小３(ＣＤブロック）

■組手・小３チャレンジ

■組手・小３初級

★Ａコート

■型・小３(ＡＢブロック）

決勝戦はＡコート

■組手・小３デビュー

選手待機 選手待機



入賞者４名 Ｐ１７

1 小３ 荒井　龍央 あらい　たつひろ 男 小３ 6・黄 141 38 東京北西

2 小３ 王　哲 おう　てつ 男 小３ 9・橙 135 30 東京豊島

3 小３ 吉田　莉久 よしだ　りく 男 小３ 9・橙 125 24 江戸川

4 小３ 服部　明義 はっとり　あきよし 男 小３ 7・青 120 21 東京豊島

5 小３ 井関　竜雅 いせき　りょうが 男 小３ 5・黄 124 25 東京城南川崎

6 小３ 上原　将心 うえはら　まさむね 男 小３ 7・青 130 30 埼玉大宮西

7 小３ 両角　康ノ介 もろずみ　こうのすけ 男 小３ 8・青 138 28 総本部

8 小３ 大越　将登 おおこし　まさと 男 小３ 6・黄 122 21 東京豊島

9 小３ 遠藤　新 えんどう　あらた 男 小３ 10・橙 139 40 東京北西

10 小３ 鳥越　大幹 とりごえ　たいき 男 小３ 8・青 133 31 東京お茶の水

11 小３ 髙橋　毅人 たかはし　よしと 男 小３ 8・青 125 26 東京豊島

12 小３ 林　陽まり はやし　ひまり 男 小２ 9・橙 138 26 東京佐伯

13 小３ 松下颯汰 まつしたそうた 男 小３ 10・橙 123 23 江戸川

14 小３ 五十嵐　虹心 いがらし　にこ 女 小３ 9・橙 133 28 埼玉中央

15 小３ 清野　綾介 せいの　りょうすけ 男 小３ 6・黄 125 22 東京豊島

16 小３ 鈴木　健斗 すずき　けんと 男 小３ 7・青 138 29 東京ベイ港

17 小３ 川瀬結大 かわせ　ゆうだい 男 小３ 8・青 131 28 東京大田南内藤

18 小３ 三木　貴弘 みき　たかひろ 男 小３ 9・橙 132 29 東京北西

19 小３ 荻野　郁真 おぎの　いくま 男 小３ 10・橙 125 26 東京佐伯

20 小３ 大嶋　紗楽 おおしま　さら 女 小３ 9・橙 120 20 江戸川

21 小３ 大槻　成央 おおつき　じょう 男 小３ 9・橙 130 34 神奈川北加藤

22 小３ 後藤　漣斗 ごとう　れんと 男 小３ 5・黄 132 27 東京北西

23 小３ 雨宮　花奈 あめみや　はな 女 小３ 9・橙 127 27 東京豊島

24 小３ 井上　知優 いのうえ　はるま 男 小３ 7・青 134 31 湘南

25 小３ 田代　龍ノ介 たしろ　りゅうのすけ 男 小３ 白・無 136 34 東京北西

26 小３ 川井田　陶司 かわいだ　とうじ 男 小３ 9・橙 135 29 東京お茶の水

27 小３ 谷津　祐香 やつ　ゆうか 女 小３ 8・青 131 30 埼玉中央

28 小３ 村田　椎那 むらた　しいな 男 小３ 8・青 120 31 東京豊島

■型の部　小３　平安その１　　Ａコート（ＡＢブロック）

　　　Ｂコート（ＣＤブロック）

決勝戦はＡコートで行います。

決勝戦はＡコートで行います。

★４部　１４：１５～　



入賞者４名 Ｐ１８

1 小３ 王　哲 おう　てつ 男 小３ 9・橙 135 30 東京豊島

2 小３ 和志武　直明 わしたけ　なおあき 男 小３ 白・無 136 32 東京お茶の水

3 小３ 石本　海理 いしもと　かいり 男 小３ 白・無 133 30 東京北西

4 小３ 吉田　莉久 よしだ　りく 男 小３ 9・橙 125 24 江戸川

5 小３ 荻野　郁真 おぎの　いくま 男 小３ 10・橙 125 26 東京佐伯

6 小３ 後藤　漣斗 ごとう　れんと 男 小３ 5・黄 132 27 東京北西

7 小３ 服部　明義 はっとり　あきよし 男 小３ 7・青 120 21 東京豊島

8 小３ 松嶋　叶翔 まつしま　かいと 男 小３ 白・無 123 21 神奈川北加藤

9 小３ 小池　妃星 こいけ　きあら 女 小２ 10・橙 130 20 埼玉大宮西

10 小３ 西尾　実莉 にしおみのり 女 小３ 8・青 130 30 江戸川

11 小３ 三木　貴弘 みき　たかひろ 男 小３ 9・橙 132 29 東京北西

12 小３ 土田　龍歩 つちだ　りゅうほ 男 小３ 10・橙 134 30 東京豊島

13 小３ 小澤　碧 おざわ　そら 男 小３ 白・無 135 26 東京北西

14 小３ 林　陽まり はやし　ひまり 男 小２ 9・橙 138 26 東京佐伯

15 小３ 酒井　虎士 さかい　とらじ 男 小３ 9・橙 141 40 東京北西

16 小３ 杉山　遥哉 すぎやま　はるや 男 小３ 白・無 128 25 東京お茶の水

17 小３ 南　孝忠 みなみたかのり 男 小３ 10・橙 129 26 江戸川

18 小３ 荒井　龍央 あらい　たつひろ 男 小３ 6・黄 141 38 東京北西

19 小３ 髙橋　毅人 たかはし　よしと 男 小３ 8・青 125 26 東京豊島

20 小３ 市川　隼 いちかわ　しゅん 男 小３ 8・青 127 25 東京ベイ港

21 小３ 大槻　成央 おおつき　じょう 男 小３ 9・橙 130 34 神奈川北加藤

22 小３ 山下　嘉駿 やました　よしとし 男 小３ 白・無 140 35 総本部

23 小３ 遠藤　新 えんどう　あらた 男 小３ 10・橙 139 40 東京北西

★４部　１４：１５～　Ａコート　
■組手　小３デビュー　１分×体重判定



入賞者４名 Ｐ１９

1 小３ 清野　綾介 せいの　りょうすけ 男 小３ 6・黄 125 22 東京豊島

2 小３ 谷津　祐香 やつ　ゆうか 女 小３ 8・青 131 30 埼玉中央

3 小３ 吉田　瑛人 よしだ　えいと 男 小３ 6・黄 134 33 東京城南川崎

4 小３ 鳥越　大幹 とりごえ　たいき 男 小３ 8・青 133 31 東京お茶の水

5 小３ 大沼　一歩 おおぬま　いちほ 男 小３ 9・橙 130 24 神奈川北加藤

6 小３ 池田　美月 いけだ　みつき 女 小３ 8・青 123 23 東京山手

7 小３ 藤野　凜太郎 ふじの　りんたろう 男 小３ 7・青 123 24 東京ベイ港

8 小３ 大越　将登 おおこし　まさと 男 小３ 6・黄 122 21 東京豊島

9 小３ 五十嵐　虹心 いがらし　にこ 女 小３ 9・橙 133 28 埼玉中央

10 小３ 北田　宗吾 きただ　そうご 男 小３ 9・橙 138 32 神奈川北加藤

11 小３ 井上　知優 いのうえ　はるま 男 小３ 7・青 134 31 湘南

12 小３ 中野　高汰 なかの　こうた 男 小３ 5・黄 124 22 東京豊島

13 小３ 川井田　陶司 かわいだ　とうじ 男 小３ 9・橙 135 29 東京お茶の水

14 小３ 吉原　快 よしわら　かい 男 小３ 7・青 141 32 東京城南川崎

15 小３ 原島　一翔 はらしま　かずと 男 小３ 9・橙 140 35 神奈川北加藤

入賞者２名
1 小３ 両角　康ノ介 もろずみ　こうのすけ 男 小３ 8・青 138 28 総本部

2 小３ 千葉　一翔 ちば　いちと 男 小３ 5・黄 130 30 江戸川

3 小３ 上原　将心 うえはら　まさむね 男 小３ 7・青 130 30 埼玉大宮西

4 小３ 川瀬結大 かわせ　ゆうだい 男 小３ 8・青 131 28 東京大田南内藤

5 小３ 嶋田　馨 しまだかおり 女 小３ 6・黄 132 31 江戸川

6 小３ 山村　龍生 やまむら　たつき 男 小３ 6・黄 123 25 東京城南川崎

■組手　小３チャレンジ　　１分×体重判定
★４部　１４：１５～　Ｂコート

■組手　小３初級　１分×体重判定



Ｐ２０

★Ｂコート

■型・小４(ＣＤブロック）

■組手・小４チャレンジ

★Ａコート

■型・小４(ＡＢブロック）

決勝戦はＡコート

■組手・小４デビュー

■組手・小４初級

選手待機 選手待機



入賞４名 Ｐ２１

1 小４ 平井　秀瑛 ひらい　しゅうえい 男 小４ 4・緑 131 34 東京豊島

2 小４ 松澤　旬馬 まつざわ　じゅんま 男 小４ 8・青 131 28 東京山手

3 小４ 大嶋　莉都 おおしま　りと 女 小４ 8・青 135 30 江戸川

4 小４ 塙　一輝 はなわ　かずき 男 小４ 7・青 137 36 埼玉大宮西

5 小４ 立本　俊彦 たちもと　しゅんえん 男 小４ 5・黄 137 45 東京城南川崎

6 小４ 釘本　來空 くぎもと　らいあ 男 小４ 白・無 143 36 東京佐伯

7 小４ 岡林　湊斗 おかばやし　みなと 男 小４ 10・橙 138 43 東京お茶の水

8 小４ 志村　佳 しむら　けい 男 小４ 3・緑 134 32 江戸川

9 小４ 呉　蒼斗 ご　あおと 男 小４ 7・青 133 22 東京豊島

10 小４ 新納吾蓮 にいのあれん 男 小４ 8・青 134 28 東京北西

11 小４ 森本　明生奈 もりもと　めいな 女 小４ 8・青 146 34 江戸川

12 小４ 馬場　大和 ばば　やまと 男 小４ 8・青 135 33 東京お茶の水

13 小４ 田野　海晴 たの　かいせい 男 小４ 7・青 133 29 埼玉大宮西

14 小４ 髙橋　幸太郎 たかはし　こうたろう 男 小４ 7・青 125 32 東京豊島

15 小４ 宮本　修汰 みやもと　しゅうた 男 小４ 6・黄 132 32 江戸川

16 小４ 伊藤　雄之介 いとう　ゆうのすけ 男 小４ 5・黄 148 48 東京豊島

17 小４ 中里　心乃佑 なかざと　しんのすけ 男 小４ 6・黄 141 33 東京山手

18 小４ 八重樫　春叶 やえがし　はるか 女 小４ 9・橙 140 35 江戸川

19 小４ 鈴木　涼 すずき　りょう 男 小４ 6・黄 134 32 湘南

20 小４ 石井　慎也 いしい　しんや 男 小４ 10・橙 131 24 東京お茶の水

21 小４ 島崎　廉 しまざき　れん 男 小４ 10・橙 130 29 東京佐伯

22 小４ 後藤真音 ごとうまさと 男 小４ 5・黄 128 24 江戸川

23 小４ 山本　詩衣 やまもと　しい 女 小４ 6・黄 133 28 埼玉大宮西

24 小４ 福原　光将 ふくはら　みつまさ 男 小４ 5・黄 127 31 東京城南川崎

25 小４ 三堂　日織 さんどう　ひおり 女 小４ 10・橙 130 27 東京豊島

26 小４ 田港　誠 たみなと　まこと 男 小４ 10・橙 132 28 江戸川

27 小４ 山下蓮晟 やました　れんせい 男 小４ 8・青 126 24 東京大田南内藤

28 小４ 藤田　琥珀 ふじた　こはく 男 小４ 9・橙 140 40 総本部

■型の部　小４　平安その１　　Ａコート（ＣＤブロック）　
★５部　１５：００～　

　　　Ｂコート（ＣＤブロック）

決勝戦はＡコートで行います。

決勝戦はＡコートで行います。



入賞者４名 Ｐ２２

1 小４ 大堀　立真 おおほり　たつま 男 小４ 10・橙 131 37 東京お茶の水

2 小４ 安齊　大智 あんざい　だいち 男 小４ 6・黄 134 28 東京豊島

3 小４ 望月　蘭馬 もちづき　らんま 男 小４ 8・青 135 38 東京山手

4 小４ 釘本　來空 くぎもと　らいあ 男 小４ 白・無 143 36 東京佐伯

5 小４ 八重樫　春叶 やえがし　はるか 女 小４ 9・橙 140 35 江戸川

6 小４ 白川　仁士 しらかわ　ひとし 男 小４ 9・橙 136 31 埼玉中央

7 小４ 岡林　湊斗 おかばやし　みなと 男 小４ 10・橙 138 43 東京お茶の水

8 小４ 川上兎太 かわかみうた 男 小４ 9・橙 140 44 江戸川

9 小４ 呉　蒼斗 ご　あおと 男 小４ 7・青 133 22 東京豊島

10 小４ 石丸　旭彦 いしまる　あさひこ 男 小４ 9・橙 138 27 東京山手

11 小４ 斉藤　蒼空 さいとう　そら 男 小４ 6・黄 131 27 湘南

12 小４ 石井　慎也 いしい　しんや 男 小４ 10・橙 131 24 東京お茶の水

13 小４ 野村　友梨綾 のむら　ゆりあ 女 小４ 8・青 130 30 東京北西

14 小４ 蛭田　裕基 ひるた　ゆうき 男 小４ 7・青 139 31 江戸川

15 小４ 島崎　廉 しまざき　れん 男 小４ 10・橙 130 29 東京佐伯

16 小４ 村上　翔理 むらかみ　しょうり 男 小４ 6・黄 132 27 東京豊島

17 小４ 山下蓮晟 やました　れんせい 男 小４ 8・青 126 24 東京大田南内藤

18 小４ 大渕　英仁 おおぶち　ひでひと 男 小４ 白・無 136 23 東京お茶の水

19 小４ 折原海瑠 おりはらかいる 男 小４ 9・橙 138 33 江戸川

20 小４ 峯村　優花 みねむら　ゆうか 女 小４ 8・青 145 32 東京ベイ港

21 小４ 柏木　きらら かしわぎ　きらら 女 小４ 5・黄 140 39 東京山手

22 小４ 藤田　琥珀 ふじた　こはく 男 小４ 9・橙 140 40 総本部

入賞者２名
1 小４ 横手　朱里 よこて　あかり 女 小４ 4・緑 147 35 湘南

2 小４ 亀井　龍之介 かめい　りゅうのすけ 男 小４ 4・緑 136 31 東京豊島

3 小４ 宮本　修汰 みやもと　しゅうた 男 小４ 6・黄 132 32 江戸川

4 小４ 津田　照大 つだしょうた 男 小４ 8・青 135 33 東京佐伯

5 小４ 武藤　廣祐 むとう　こうすけ 男 小４ 6・黄 137 31 埼玉中央

6 小４ 鈴木　涼 すずき　りょう 男 小４ 6・黄 134 32 湘南

7 小４ 工藤　尚太 くどう　しょうた 男 小４ 6・黄 140 35 東京佐伯

8 小４ 今井　幸村 いまい　ゆきむら 男 小４ 4・緑 138 33 東京山手

9 小４ 平井　秀瑛 ひらい　しゅうえい 男 小４ 4・緑 131 34 東京豊島

10 小４ 塙　一輝 はなわ　かずき 男 小４ 7・青 137 36 埼玉大宮西

★５部　１５：００～　Ａコート
■組手　小４デビュー　１分×体重判定

■組手　小４初級　１分×体重判定



入賞者4名 Ｐ２３

1 小４ 村田　惟斗 むらた　ゆいと 男 小４ 7・青 132 39 江戸川

2 小４ 藤野　弘大 ふじの　ひろと 男 小４ 7・青 139 36 東京ベイ港

3 小４ 渡辺　一真 わたなべ　かずま 男 小４ 6・黄 148 41 東京城南川崎

4 小４ 中里　心乃佑 なかざと　しんのすけ 男 小４ 6・黄 141 33 東京山手

5 小４ 野内　海翔 のうち　かいと 男 小４ 8・青 148 34 埼玉大宮西

6 小４ 立本　俊彦 たちもと　しゅんえん 男 小４ 5・黄 137 45 東京城南川崎

7 小４ 岡田　龍樹 おかだ　りゅうき 男 小４ 5・黄 139 33 江戸川

8 小４ 小澤　魁星 おざわ　かいせい 男 小４ 7・青 140 34 東京中野

9 小４ 馬場　大和 ばば　やまと 男 小４ 8・青 135 33 東京お茶の水

10 小４ 須山　真希 すやま　まさき 男 小４ 8・青 130 28 東京ベイ港

11 小４ 松澤　旬馬 まつざわ　じゅんま 男 小４ 8・青 131 28 東京山手

12 小４ 後藤真音 ごとうまさと 男 小４ 5・黄 128 24 江戸川

13 小４ 髙橋　幸太郎 たかはし　こうたろう 男 小４ 7・青 125 32 東京豊島

14 小４ 藤井　世羽 ふじい　せいは 男 小４ 5・黄 140 30 東京山手

15 小４ KSENDZOV　ARTEM ｸｾﾝｿﾞｸ　ｱﾙﾁｮﾑ 男 小４ 9・橙 138 30 東京ベイ港

16 小４ 田野　海晴 たの　かいせい 男 小４ 7・青 133 29 埼玉大宮西

17 小４ 田港　誠 たみなと　まこと 男 小４ 10・橙 132 28 江戸川

18 小４ 藤井　優大 ふじい　ゆうた 男 小４ 6・黄 140 30 神奈川北加藤

19 小４ 鈴木　壱真 すずき　かずま 男 小４ 9・橙 138 27 湘南

20 小４ 大濱　晴 おおはまはる 男 小４ 8・青 131 27 江戸川

21 小４ 福原　光将 ふくはら　みつまさ 男 小４ 5・黄 127 31 東京城南川崎

22 小４ 中山　真一 なかやま　しんいち 男 小４ 7・青 130 27 東京北西

■組手　小４チャレンジ　１分×体重判定
★５部　１５：００～　Ｂコート



Ｐ２４

★Ｂコート

■型・小５・６

(ＡＢブロック）

■組手・小６デビュー
■組手・小６チャレンジ
■組手・小６初級

★Ａコート

■型・小５・６

(ＡＢブロック）

決勝戦はＡコート

■組手・小５デビュー

■組手・小５チャレンジ

選手待機 選手待機



入賞者４名 Ｐ２５

1 型 黒澤　虎真 くろさわ　とらま 男 小６ 4・緑 142 37 東京豊島

2 型 松井　蒼空 まつい　そら 男 小６ 6・黄 142 29 埼玉大宮西

3 型 袖田　虎ノ助 そでた　とらのすけ 男 小５ 5・黄 135 29 東京城南川崎

4 型 大原　圭翔 おおはら　けいと 男 小６ 6・黄 147 41 東京佐伯

5 型 海老原　薗 えびはら　その 女 小５ 9・橙 140 43 東京お茶の水

6 型 髙城　有生 たかぎ　ゆうせい 男 小５ 白・無 158 62 神奈川北加藤

7 型 下田　理那 しもだ　りな 女 小５ 3・緑 147 36 東京豊島

8 型 山木　遥奈 やまき　はるな 女 小５ 7・青 150 38 東京城南川崎

9 型 十枝内　舞凜 としない　まりん 女 小５ 8・青 139 39 埼玉中央

10 型 吉田　海優 よしだ　みひろ 男 小５ 4・緑 145 38 東京豊島

11 型 伊藤　旬之介 いとう　じゅんのすけ 男 小５ 5・黄 136 42 東京城南川崎

12 型 大越　彩華 おおこし　さやか 女 小５ 6・黄 143 32 東京豊島

13 型 島野　龍乃介 しまの　りゅうのすけ 男 小６ 8・青 149 37 東京佐伯

14 型 井澤　海十 いざわ　かいと 男 小５ 8・青 141 41 埼玉中央

15 型 市川　展 いちかわ　てん 男 小５ 5・黄 144 47 東京豊島

16 型 染谷　奏音 そめや　かのん 女 小６ 3・緑 142 29 江戸川

17 型 坂田　丈陽 さかた　ともはる 男 小６ 4・緑 141 38 湘南

18 型 上田　潤 うえだ　じゅん 男 小５ 6・黄 152 49 東京ベイ港

■型の部　小５・６年　平安その１　Ａコート（ＡＢブロック）

決勝戦はＡコートで行います。

決勝戦はＡコートで行います。

★６部　１６：００～　

　　　Ｂコート（ＣＤブロック）



入賞者１名 Ｐ２６

1 小５ 小池　陸翔 こいけ　りくと 男 小５ 9・橙 146 43 埼玉中央

2 小５ 髙城　有生 たかぎ　ゆうせい 男 小５ 白・無 158 62 神奈川北加藤

3 小５ 海老原　薗 えびはら　その 女 小５ 9・橙 140 43 東京お茶の水

4 小５ 山崎　凜華 やまざき　りんか 女 小５ 10・橙 133 28 湘南

入賞者２名
1 小５ 伊藤　旬之介 いとう　じゅんのすけ 男 小５ 5・黄 136 42 東京城南川崎

2 小５ 池田　真紗斗 いけだ　まさと 男 小５ 6・黄 146 39 東京山手

3 小５ 蛭田　息吹 ひるた　いぶき 男 小５ 5・黄 143 33 江戸川

4 小５ 北嶋　恕薫 きたじま　ひろしげ 男 小５ 4・緑 131 31 東京城南川崎

5 小５ 岩﨑　涼 いわさき　りょう 男 小５ 6・黄 136 40 総本部

6 小５ 大熊　虎之介 おおくま　とらのすけ 男 小５ 8・青 136 33 湘南

7 小５ 上田　潤 うえだ　じゅん 男 小５ 6・黄 152 49 東京ベイ港

8 小５ 袖田　虎ノ助 そでた　とらのすけ 男 小５ 5・黄 135 29 東京城南川崎

9 小５ 十枝内　舞凜 としない　まりん 女 小５ 8・青 139 39 埼玉中央

10 小５ 和田 直樹 わだ　なおき 男 小５ 4・緑 143 35 江戸川

11 小５ 市川　展 いちかわ　てん 男 小５ 5・黄 144 47 東京豊島

12 小５ 山木　遥奈 やまき　はるな 女 小５ 7・青 150 38 東京城南川崎

入賞者１名
1 小５ 吉田　海優 よしだ　みひろ 男 小５ 4・緑 145 38 東京豊島

2 小５ 井澤　海十 いざわ　かいと 男 小５ 8・青 141 41 埼玉中央

3 小５ 佐藤　澄空 さとう　そら 男 小５ 6・黄 148 53 江戸川

■組手　小５初級　１分×体重判定

■組手　小５デビュー　　１分×体重判定
★６部　１６：００～　Ａコート　

■組手　小５チャレンジ　１分×体重判定



入賞者１名 Ｐ27

1 小６ 南　友梨子 みなみゆりこ 女 小６ 8・青 154 43 江戸川

2 小６ 二葉　柊月 ふたば　しづき 男 小６ 4・緑 148 46 東京城南川崎

3 小６ 高野　由彩 たかの　ゆあ 女 小６ 10・橙 148 41 東京お茶の水

4 小６ 黒澤　虎真 くろさわ　とらま 男 小６ 4・緑 142 37 東京豊島

入賞者２名
1 小６ 松井　蒼空 まつい　そら 男 小６ 6・黄 142 29 埼玉大宮西

2 小６ 染谷　奏音 そめや　かのん 女 小６ 3・緑 142 29 江戸川

3 小６ 谷津　光祐 やつ　こうすけ 男 小６ 8・青 153 44 埼玉中央

4 小６ 坂田　丈陽 さかた　ともはる 男 小６ 4・緑 141 38 湘南

5 小６ 神嵜　昇吾 かんざき　しょうご 男 小６ 7・青 160 48 神奈川北加藤

6 小６ 平野　郁樹 ひらの　いくき 男 小６ 5・黄 163 56 東京城南川崎

7 小６ 峯村　優斗 みねむら　ゆうと 男 小６ 5・黄 163 59 東京ベイ港

入賞者２名
1 小６ 滝田　斗夢 たきた　とむ 男 小６ 3・緑 151 42 江戸川

2 小６ 大原　圭翔 おおはら　けいと 男 小６ 6・黄 147 41 東京佐伯

3 小６ 坂本　武尊 さかもと　たける 男 小６ 4・緑 154 46 東京佐伯

4 小６ 山下 拓史 やました たくみ 男 小６ 8・青 148 39 江戸川

5 小６ 島野　龍乃介 しまの　りゅうのすけ 男 小６ 8・青 149 37 東京佐伯

■組手　小６デビュー　１分×体重判定

■組手　小６チャレンジ　１分×体重判定

■組手　小６初級　１分×体重判定

★６部　１６：００～　Ｂコート　


