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■各学年ごとに入場開始時間を設定しています。混雑、密を避けるため

16時30分

１４時１０分開始

１４時５０分開始

１５時３０分開始

１６時００分開始

　入場開始・１４時５０分

　入場開始・１５時２０分

アップ場と控室は３階の武道場になります。

■第４部：小３初級・小４初級　　　　　

■第５部：小３中級・小４中級　　　　　

　出場選手は試合開始時間までに準備をして試合コートに集合して下さい。　　

　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。

　選手の付き添いは選手１人につき１名となります。

　入場開始・１４時１０分

　入場開始・１２時５５分

　入場開始・１３時３０分　

　開会式・表彰式・閉会式は行いません。

　入賞者は試合終了後にメダルを大会本部に取りに来て下さい。

■第１部：幼年初級・小５中級　　　

■第２部：小１初級・小１中級　　　

■第３部：小２初級・小２中級　　　　　

終了予定時間

１３時３０分開始

■日時：２０２２年７月３日(日）　
■会場：中央区月島スポーツプラザ２階武道場（控室・アップ場は３階）
■交通：日比谷線・大江戸線　月島駅　７番出口・徒歩１分　　

　「入場開始時間」をお守り下さい。
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奥に階段があるので、階段で２階・３階にお進み下さい。

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。

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

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。

したいと思いますので、ご協力宜しくお願い致します。

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。

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。

月島スポーツプラザに入館し、突き当たりを右に進んで下さい。

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。

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。もし少しでも不明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。

選手待機
保護者待機
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★入賞者４名
1 年長初 岩村　渓太 いわむら　けいた 男 年長 白・無 113 20 神奈川北

2 年長初 合田　叡人 ごうだ　えいと 男 年長 10・橙 111 19 東京豊島

3 年長初 鹿嶌　幸訓 かしま　ゆきと 男 年長 白・無 100 19 東京大田南

4 年長初 田中　敦 たなか　あつし 男 年長 白・無 110 20 東京佐伯

5 年長初 小林　朗道 こばやし　ろい 男 年長 10・橙 107 17 神奈川北

6 年長初 朝見　匡晴 あさみ　まさはる 男 年長 白・無 105 16 東京お茶の水

7 年長初 岩間　結愛 いわま　ゆあな 女 年長 白・無 100 18 東京大田南

8 年長初 西橋　慶 にしはし　けい 男 年長 白・無 110 23 東京お茶の水

9 年長初 阿部　未央 あべ　みお 女 年長 10・橙 123 26 東京佐伯

10 年長初 吉良　直太郎 きら　なおたろう 男 年長 白・無 115 20 神奈川北

11 年長初 大澤　蒼史 おおさわ　そうし 男 年長 白・無 115 18 東京豊島

12 年長初 小沢　陽太 おざわ　ようた 男 年長 白・無 112 25 東京大田南

13 年長初 山﨑　レオン やまざき　れおん 男 年長 白・無 114 30 東京首都西

14 年長初 長谷川　怜 はせがわ　れい 男 年長 白・無 120 22 東京お茶の水

15 年長初 岩井　嘉来 いわい　かいざ 男 年長 白・無 118 22 神奈川北

★入賞者２名
1 小５中 髙橋　幸太郎 たかはし　こうたろう 男 小５ 6・黄 126 31 東京豊島

2 小５中 村上　翔理 むらかみ　しょうり 男 小５ 6・黄 134 28 東京大田南

3 小５中 岡林　湊斗 おかばやし　みなと 男 小５ 10・橙 138 48 東京お茶の水

4 小５中 工藤　尚太 くどう　しょうた 男 小５ ５・黄 143 37 東京佐伯

5 小５中 島田　皐月 しまだ　さつき 男 小５ 10・橙 146 32 東京豊島

6 小５中 小澤　魁星 おざわ　かいせい 男 小５ 7・青 148 39 東京首都西

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

■組手　幼児年長・初級　１分×体重判定
＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

★１部　１３：３０～　

■組手　小５中級　１分×体重判定
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入賞者４名
1 小１初 山内　隼太郎 やまうち　しゅんたろう 男 小１ 白・無 120 23 東京お茶の水

2 小１初 古井　杜龍 ふるい　とおり 男 小１ 10・橙 120 27 東京豊島

3 小１初 中島　大和 なかじま　やまと 男 小１ 10・橙 115 18 東京大田南

4 小１初 村上　蔵士 むらかみ　くろうど 男 小１ 白・無 116 20 東京佐伯

5 小１初 大貫　佑翔 おおぬき　ゆうと 男 小１ 白・無 115 18 東京お茶の水

6 小１初 靏久　大貴　 つるひさ　はるき 男 小１ 白・無 121 25 東京首都西

7 小１初 杉本　大成 すぎもと　たいせい 男 小１ 10・橙 119 24 神奈川北

8 小１初 田井中　絵湖 たいなか　えこ 女 小１ 白・無 118 20 東京お茶の水

9 小１初 男 小１ 9・橙 112 19 六本木

10 小１初 米澤　保 よねざわ　たもつ 男 小１ 白・無 115 21 東京お茶の水

11 小１初 堀川　章人 ほりかわ　あきと 男 小１ 白・無 108 18 東京豊島

12 小１初 日比　英道 ひび　はなみち 男 小１ 10・橙 109 20 東京大田南

13 小１初 松本　広登 まつもと　ひろと 男 小１ 白・無 121 21 東京お茶の水

14 小１初 酒井　葉 さかい　よう 男 小１ 9・橙 120 23 東京首都西

15 小１初 益子　湊介 ましこ　そうすけ 男 小１ 10・橙 119 21 神奈川北

16 小１初 知念　侑生 ちねん　ゆうせい 男 小１ 10・橙 118 22 東京お茶の水

17 小１初 相馬　光佑 そうま　こうすけ 男 小１ 白・無 118 23 東京佐伯

入賞者２名
1 小１中 柳川　彰吾 やながわ　しょうご 男 小１ 9・橙 126 25 東京佐伯

2 小１中 白濱　航希 しらはま　こうき 男 小１ 9・橙 124 25 東京豊島

3 小１中 大村　和也 おおむら　かずや 男 小１ 9・橙 115 22 東京大田南

4 小１中 内山　朔太郎 うちやま　さくたろう 男 小１ 9・橙 128 26 東京佐伯

5 小１中 林　実慶 はやし　さねちか 男 小１ 9・橙 121 23 東京佐伯

6 小１中 平沼　蒼大 ひらぬま　そうた 男 小１ 10・橙 125 23 東京豊島

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

■組手　小１・初級　　１分×体重判定
★２部　１４：１０～　

■組手　小１・中級　　１分×体重判定

マクスウェル　ギルバート
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入賞者２名
1 小2初 小沢　隼太 おざわ　しゅんた 男 小２ 白・無 125 35 東京大田南

2 小2初 廣瀬　光義 ひろせ　みつよし 男 小２ 白・無 125 32 神奈川北

3 小2初 岩間　史煌 いわま　しおん 男 小２ 白・無 126 25 東京大田南

4 小2初 金田　大翔 かねだ　ひろと 男 小２ 10・橙 117 21 東京首都西

5 小2初 菊池　駿 きくち　しゅん 男 小２ 10・橙 121 21 東京お茶の水

6 小2初 中田　絢真 なかた　けんしん 男 小２ 9・橙 127 28 東京首都西

7 小2初 早川　睦 はやかわ　むつき 男 小２ 10・橙 123 24 東京お茶の水

8 小2初 石川　瑛士 いしかわ　えいと 男 小２ 白・無 120 20 東京大田南

9 小2初 島村　亮佑 しまむら　りょうすけ 男 小２ 10・橙 121 25 東京お茶の水

10 小2初 吉川　流正 よしかわ　りゅうせい 男 小２ 9・橙 117 21 東京首都西

入賞者２名
1 小２中 中井川　煌太郎 なかいがわ　こうたろう 男 小２ 9・橙 122 23 東京豊島

2 小２中 髙部　達也 たかぶ　たつや 男 小２ 白・無 135 38 東京お茶の水

3 小２中 関　隆之介 せき　りゅうのすけ 男 小２ 8・青 135 28 神奈川北

4 小２中 土屋　宙斗 つちや　ひろと 男 小２ 10・橙 122 28 東京お茶の水

5 小２中 石井　優真 いしい　ゆうま 男 小２ 白・無 125 25 東京佐伯

6 小２中 長岡　いっき ながおか　いっき 男 小２ 8・青 123 25 東京お茶の水

7 小２中 堀口　大翔 ほりぐち　ひろと 男 小２ 9・橙 127 24 東京豊島

8 小２中 武弘　昇 たけひろ　じょう 男 小２ 9・橙 125 26 東京お茶の水

9 小２中 山本　飛雄馬 やまもと　ひゅうま 男 小２ 10・橙 126 27 神奈川北

10 小２中 田島　怜愛 たじま　れいあ 女 小２ 8・青 121 23 東京佐伯

11 小２中 山本　誠一朗 やまもと　せいいちろう 男 小２ 9・橙 124 26 東京お茶の水

12 小２中 宮川　悠哉 みやかわ　ゆうや 男 小２ 9・橙 120 22 東京豊島

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

■組手　小２・中級　　１分×体重判定

★３部　１４：５０～　
■組手　小２・初級　　１分×体重判定
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入賞者４名
1 小３初 岩村　はな いわむら　はな 女 小３ 10・橙 120 25 神奈川北

2 小３初 中井　太一 なかい　たいち 男 小３ 10・橙 126 25 東京お茶の水

3 小３初 山崎　岳 やまざき　がく 男 小３ 9・橙 125 27 東京佐伯

4 小３初 上島　颯斗 かみじま　はやと 男 小３ 9・橙 125 26 東京首都西

5 小３初 廣岡　亮吾 ひろおか　りょうご 男 小３ 10・橙 130 30 東京佐伯

6 小３初 最上谷　航汰 もがみや　こうた 男 小３ 9・橙 128 29 神奈川北

7 小３初 鹿嶌　瑠愛 かしま　るあ 女 小３ 8・青 123 23 東京大田南

8 小３初 岩﨑　碧凜 いわさき　あおり 男 小３ 9・橙 126 23 東京お茶の水

9 小３初 森本　琉可 もりもと　るか 男 小３ 10・橙 135 37 神奈川北

10 小３初 土田　朔也 つちだ　さくや 男 小３ 9・橙 124 24 東京首都西

11 小３初 小林　晟明 こばやし　せいめい 男 小３ 10・橙 125 22 東京佐伯

12 小３初 松澤　龍空 まつざわ　りく 男 小３ 白・無 147 42 神奈川北

13 小３初 樋口　譲 ひぐち　じょう 男 小３ 9・橙 122 31 東京首都西

14 小３初 片桐　昊士 かたぎり　はると 男 小３ 10・橙 129 32 東京お茶の水

入賞者１名
1 小４初 深谷　直幹 なかたに　なおき 男 小４ 10・橙 136 41 東京首都西

2 小４初 鳥越　大幹 とりごえ　たいき 男 小４ 7・青 135 32 東京お茶の水

3 小４初 荻野　郁真 おぎの　いくま 男 小４ 10・橙 130 29 東京佐伯

■組手　小４・初級　　１分×体重判定

■組手　小３・初級　　１分×体重判定
★４部　１５：３０～　

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白
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入賞者４名
1 小３中 小松　誠汰郎 こまつ　せいたろう 男 小３ ７・青 125 24 東京佐伯

2 小３中 石橋　虎汰郎 いしばし　こたろう 男 小３ 9・橙 125 25 神奈川北

3 小３中 近藤　誠之介 こんどう　せいのすけ 男 小３ 9・橙 130 28 東京佐伯

4 小３中 阿南　理咲子 あなみ　りさこ 女 小３ 6・黄 130 31 東京お茶の水

5 小３中 吉本　光惺 よしもと　こうせい 男 小３ 8・青 130 33 東京大田南

6 小３中 大原　佑雛 おおはら　ゆうな 女 小３ ７・青 131 34 東京佐伯

7 小３中 小林　心優 こばやし　こう 男 小３ 8・青 127 24 神奈川北

8 小３中 平野　潤 ひらの　じゅん 男 小３ ７・青 140 34 東京佐伯

9 小３中 長濵　大明 ながはま　たいめい 男 小３ 8・青 135 27 神奈川北

10 小３中 前田　遥斗 まえだ　はると 男 小３ 8・青 130 26 東京佐伯

11 小３中 熊谷　和琥 くまがい　わく 男 小３ 7・青 122 23 東京大田南

12 小３中 内山　謙 うちやま　けん 男 小３ 8・青 135 37 東京佐伯

13 小３中 間　康太郎 はざま　こうたろう 男 小３ 9・橙 125 23 東京お茶の水

14 小３中 梅木　晴十郎 うめき　せいじゅうろう 男 小３ ７・青 132 32 東京佐伯

15 小３中 渡邊　律希 わたなべ　りつき 男 小３ 8・青 130 30 東京大田南

入賞者１名
1 小４中 森川　礼 もりかわ　れい 男 小４ 10・橙 136 26 東京首都西

2 小４中 原島　一翔 はらしま　かずと 男 小４ 8・青 146 35 神奈川北

3 小４中 金田　隼人 かねだ　はやと 男 小４ 7・青 129 24 東京首都西

4 小４中 林　陽まり はやし　ひまり 女 小４ 8・青 141 28 東京佐伯

5 小４中 林　龍之介 はやし　りゅうのすけ 男 小４ 6・黄 132 27 東京大田南

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白

★５部　１６：００～　
■組手　小３・中級　　１分×体重判定

■組手　小４・中級　　１分×体重判定

＊選手番号が小さい選手が赤・大きい選手は白


