
優勝 準優勝 第三位 第三位

荒川　美都 松倉　秀弥 高倉　沙羅 山野　金之助
極真会館 埼玉今井道場 極真会館 東京都川端道場 極真拳武會　城南品川支部 岩田道場

上村　美波 佐藤　丸樹 小林　大愛 淺見　正直
極真会館 埼玉今井道場 極真会館　浜井派東京本部 極真拳武會　本部道場 岩田道場

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

中尾　秦輝 穂刈　虎之介 須藤　紅緒 荒木　雫

上村　莉央 森　愛里紗 筑間　聖利愛 福田　康将
極真会館 埼玉今井道場 極真拳武會　平和島支部 極真舎千葉本部 極真舎千葉本部

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

新藤　竜希 髙橋　弘雅 時田　劉翔 今村　大楽

堀越　逸豊 外山　樹 大野　立真 近内　詩音
極真空手道忍會 極真拳武會　武蔵新城支部 極真会館　浜井派東京本部 極真拳武會　武蔵新城支部

滝本　恵介 田辺　麻桜 家村　宙良 若井　銀仁
極真拳武會　さいたま浦和支部 武心会 ＭＭＡ鷹 村椿道場

荒川　美都 武地　泰河 森山　董友 杉浦　蒼
極真会館 埼玉今井道場 極真拳武會　城南世田谷支部 石島道場 岩田道場

中野　隆星 𠮷澤　龍之介 國玉　晃汰 岩堀　悠成
武将會 昭武館 極真会館　浜井派埼玉県支部 岩田道場

川嶋　織煌 斉藤　琉響 末岡　龍ノ佑 田熊　修千
極真会館 埼玉県木村道場 極真会館　東京川端道場 極真会館　浜井派東京本部 昭誠会

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

藤崎　翔琉 岡部　聡佑 橋本　虎汰郎 紺野　奏介

橋本　大和 河野　龍輝 梶原　颯隼 阿部　龍太朗
極真会館　安斎道場 極真空手道忍會 岩田道場 極真空手道忍會

中尾　秦輝 木城　海力 柴崎　健誠 長田　理翔
極真拳武會　元住吉支部 岩田道場 村椿道場 石島道場

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

薄井　将人 荒川　真斗 坪水　寿波 岩堀　晃大

田中　蓮 堅田　鼓太郎 亀田　怜志 髙野　快斗
真士会 武将會 極真拳武會　千鳥有明支部 極真拳武會　さいたま浦和支部

津守　呂郁 五月女　嵩哉 清水　元気 渡邉　瑛汰
武心塾 極真会館　埼玉県木村道場 極真拳武會　元住吉支部 極真会館　神奈川県井上道場

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

牧野　凛巧 吉村　旺祐 髙橋　怜生 福島　同仁

秋葉　竜之介 長坂　子龍　 進藤　竜希 中村　奏凪
無限勇進会 極真空手道忍會 極真空手道忍會 極真拳武會　平和島支部

澁谷　隆輝 高岸　遼 大西　清太 大塚　亜紗陽
極真拳武會　本部道場 極真拳武會　長原・石川台支部 極真舎千葉本部 極真会館　浜井派埼玉県支部

小熊　幸明 長谷川　凰星 原田　琉気 河野　春翔
極真拳武會　さいたま浦和支部 無限勇進会 極真空手道忍會 極真空手道忍會

小学３年男子上級

小学４年男子初級

小学２年男子初級
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型幼年

型 一般

小学４年男子上級

小学５年男子初級

小学５年男子上級

小学２年男子上級

小学３年男子初級

型 高学年

型 低学年

幼年年中以下

幼年年長

小学１年男子



栗山　龍 松屋　太虹 常田　虎 山田　優利
極真拳武會　城南品川支部 極真拳武會　本部道場 極真会館浜井派東京本部足立選手會 村椿道場

海老原　克哉 對馬　龍成 大野　蒼空 福島　操堅
極真舎千葉本部 極真拳武會　平和島支部 空手道ＭＡＣ東京江戸川道場 極真会館　埼玉県木村道場

近　知花 加納　双葉 安藤　瑠里
石島道場 松栄塾 極真拳武會　城南世田谷支部

西口　結子 山野　零弥 須藤　紅緒
極真拳武會　元住吉支部 岩田道場 極真会館坂本派東京城西支部

岡安　咲歩 小峰　さな 内山　心
極真会館　橋本道場 極真会館　東京都川端道場 石島道場

廣瀬　眞緒
Machida Karate Saitama

齋藤　由芽 滝沢　佳隠 櫛村　優衣
武心塾 極真拳武會　長原・石川台支部 極真拳武會　平和島支部

重松　栄麻
松栄塾

森　愛理紗 渋谷　優花 山口　紗來
極真拳武會　平和島支部 極真拳武會　城南世田谷支部 心錬館

高橋　那杷
空手道　髙橋塾

入江　悠 大倉　遥 森田　萌絵
鍛志夢会 真士会 極真会館　埼玉今井道場

本橋　理樹 齋藤　拓人 奥富　快人 國玉　直輝
極真会館浜井派東京本部足立選手會 武心塾 元制会 極真会館　浜井派埼玉県支部

藏根　楓也 西濱　諒大 高橋　歩永武
武心塾 極真拳武會　武蔵新城支部 空手道　髙橋塾

齋藤　桜舞 奥富　悠人 鈴木　斗大
岩田道場 元制会 極真会館　安斎道場

高林　大河 近藤　耀大 外山　樹
極真拳武會　城南品川支部 極真拳武會　元住吉支部 極真拳武會　武蔵新城支部

谷内田　文英 中野　雄介 長澤　雅彦
極真拳武會　さいたま浦和支部 極真拳武會　千鳥有明支部 ＭＭＡ鷹

阿部　健一 小川　憲久 大石　哲也
極真空手道忍會 武心塾 極真拳武會　新宿・神楽坂支部

大野　立真
極真会館 浜井派東京本部

塚田　幹太 本庄　弘樹 河野　佑介　
石島道場 極真拳武會　五反田・中延支部 極真空手道忍會

堀越　逸豊
極真空手道忍會

髙橋　瑞希 小川　瑞樹 湯澤　希心
松栄塾 無限勇進会 極真会館浜井派東京本部足立選手會

壮年上級

一般初級

一般中級

一般上級

中学１年女子

中学２，３年男子初級

中学２，３年男子上級

高校男子上級

壮年初級

小学６年男子初級

小学６年男子上級

小学１年女子初級

小学２年女子

小学３年女子初級

小学３年女子上級

小学４年女子初級

小学４年女子上級

小学５年女子

小学６年女子初級

小学６年女子上級

中学１年男子



𠮷澤　初夏
昭武館

入江　憩
鍛志夢会

須鎗　孝文
岩田道場

竹石　恵
極真会館　浜井派根本道場

中学２、３年女子上級

レジェンド祭り

壮年女子

中学２、３年女子初級


