
男子マスターズの部 女子マスターズの部

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 長崎県 酒井　仙次(五段) 御厨　文子(五段) 最優秀 愛知県 牧村　万紀子(五段) 二村　三葉(三段)

優　秀 岩手県 松浦　俊也(六段) 千葉　和仁(四段) 優　秀 兵庫県 宇野　加奈子(四段) 塩崎　三恵(二段)

優　良 東京都 島澤　良次(七段) 荒井　英俊(六段) 優　良 奈良県 浅芝　春美(六段) 森下　明子(三段)

敢闘賞 愛知県 伊藤　作次(五段) 向井　義和(五段) 敢闘賞 福岡県 柴田　理加子(四段) 野田　めぐみ(四段)

敢闘賞 大阪府 藤田　丈児(四段) 池田　克信(四段) 敢闘賞 千葉県 木村　亜紀(五段) 日下部　由里子(三段)

敢闘賞 東京都 赤羽　智明(三段) チモシェンコ　ナターリア(三段) 敢闘賞 東京都 及川　愛(四段) 松田　恵美(初段)

男子四段以上の部 男子三段の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 全日本実業団 中村　孔明(四段) 中村　康仁(四段) 最優秀 香川県 大西　彪雅(三段) 大西　千匡(二段)

優　秀 香川県 浦田　堅人(四段) 山田　葵(三段) 優　秀 大阪府 木戸　海周(三段) 佐上　勇輝(二段)

優　良 東京都 小澤　晴太(四段) 川島　佑斗(四段) 優　良 全国高校 小西　悠介(三段) 惠中　崇敬(三段)

敢闘賞 東京都 川島　直央(四段) 藤堂　聖人(四段) 敢闘賞 東京都 小西　遼(三段) 小森　勇輝(三段)

敢闘賞 京都府 辻村　吉隆(四段) 大野　竜弥(四段) 敢闘賞 東京都 東　凌太郎(三段) 上野　祐樹(三段)

敢闘賞 愛知県 松浦　充(六段) 服部　哲也(五段) 敢闘賞 大阪府 貴田　浩平(三段) 岡崎　慎太郎(三段)

男子二段の部 男子初段の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 大阪府 江連　丈暁(初段) 末宗　隆志(二段) 最優秀 東京都 石川　広都(初段) 新間　那粹(初段)

優　秀 北海道 青木　賢祥(二段) 佐藤　佑亮(二段) 優　秀 東京都 坂田　英作(初段) 廣瀬　輝(初段)

優　良 大阪府 大内　喬介(二段) 大内　絢介(二段) 優　良 福岡県 綾戸　健祐(初段) 西山　令(初段)

敢闘賞 千葉県 小森　丈司(二段) 松田　大毅(初段) 敢闘賞 静岡県 伊藤　俊輔(初段) 小和田　司(初段)

敢闘賞 香川県 阿蘓品　祐輝(二段) 鶴保　太慈(二段) 敢闘賞 埼玉県 清水　勇里(初段) 堀　和樹(初段)

敢闘賞 佐賀県 新保　雅也(初段) 緒方　響(二段) 敢闘賞 埼玉県 池知　卓実(初段) 田村　公平(初段)

男子級拳士の部 女子三段以上の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 埼玉県 栗原　有吾(2級) 高木　佳裕(2級) 最優秀 大阪府 山本　瀬菜(三段) 笹川　理菜(三段)

優　秀 千葉県 山川　宗輝(2級) 田中　恵斗(2級) 優　秀 大阪府 堀尾　愛(四段) 松田　結夏(三段)

優　良 大阪府 北村　尚久(3級) 富髙　広基(3級) 優　良 福岡県 白石　ももこ(四段) 柴田　史佳(三段)

敢闘賞 大阪府 河津　勘介(2級) 森　勇登(2級) 敢闘賞 東京都 山本　望(三段) 山内　友里加(三段)

敢闘賞 大阪府 池田　誉(1級) 上籠　勇海(1級) 敢闘賞 宮城県 三膳　未咲貴(三段) 百井　香穂(三段)

敢闘賞 神奈川県 宮本　涼平(2級) 高村　壮(2級) 敢闘賞 東京都 小澤　里菜(四段) 高橋　育恵(四段)

女子二段の部 女子初段の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 東京都 幾川　柚香(二段) 加来　穂夏(二段) 最優秀 全国高校 太田　悠里(初段) 山下　薫乃(初段)

優　秀 愛知県 川畑　依子(二段) 松尾　春香(初段) 優　秀 神奈川県 宇恵　柚花(初段) 荻田　桐子(初段)

優　良 京都府 森川　風輝(二段) 森川　春菜(二段) 優　良 千葉県 内田　裕理(初段) 内山田　鈴菜(初段)

敢闘賞 東京都 田中　綾(二段) 星野　美咲(二段) 敢闘賞 静岡県 酒井　梨緒那(初段) 櫻川　京子(初段)

敢闘賞 京都府 竹林　万由子(二段) 山田　麻理亜(二段) 敢闘賞 北海道 古舘　美羽(初段) 米田　彩花(初段)

敢闘賞 大阪府 籾　美吹(二段) 西井　怜奈(二段) 敢闘賞 京都府 山﨑　千恵(初段) 北村　真彩(初段)
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拳士名 拳士名

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名



女子級拳士の部 男女有段の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 東京都 島津　文恵(2級) 佐藤　華(2級) 最優秀 東京都 堀井　颯馬(四段) 岡本　みさと(三段)

優　秀 大阪府 国賀　稚七(3級) 松井　みなみ(3級) 優　秀 大阪府 冨田　勇人(三段) 東野　奈多(四段)

優　良 埼玉県 齊藤　桃子(2級) 小田　朱莉(2級) 優　良 東京都 清水　大輔(三段) 杉森　郁美(三段)

敢闘賞 千葉県 今村　知絵(5級) 髙梨　凌蘭(見習) 敢闘賞 岡山県 小玉　有哉(三段) 井上　日和(二段)

敢闘賞 東京都 山本　咲菜(3級) 笠原　亜純(3級) 敢闘賞 大阪府 宮川　恵里沙(三段) 世永　湧大(三段)

敢闘賞 愛知県 横田　真優(2級) 林　亜弥音(3級) 敢闘賞 兵庫県 奥谷　宜晃(四段) 溝田　春香(三段)

男女級拳士の部 中学生男子の部 

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 東京都 喜田　航貴(3級) 安中　日向子(3級) 最優秀 石川県 日光　駿太(初段) 土本　拓実(3級)

優　秀 神奈川県 秋山　和樹(2級) 鬼丸　夏季(3級) 優　秀 岐阜県 吉田　龍生(初段) 吉田　祈代(初段)

優　良 京都府 武内　悟(3級) 羽賀　法子(3級) 優　良 奈良県 徳永　郁弥(二段) 徳永　聖弥(初段)

敢闘賞 佐賀県 川原　岳(3級) 坂口　亜利沙(3級) 敢闘賞 北海道 城澤　大河(初段) 大久保　柊弥(2級)

敢闘賞 京都府 松本　智嗣(1級) 武田　優貴子(1級) 敢闘賞 大阪府 沢良木　優介(初段) レツウン　チィ(3級)

敢闘賞 広島県 片山　賢秀(1級) 西田　結梨(1級) 敢闘賞 北海道 福井　遥己(初段) 井上　雄一朗(初段)

中学生女子の部 一般団体の部

区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 大阪府 松永　海央(初段) 帆足　愛歌(初段) 最優秀 東京都

優　秀 北海道 塚田　望生(二段) 斉藤　美優(二段) 優　秀 大阪府

優　良 京都府 岡田　凜(二段) 小南　雪乃(二段) 優　良 京都府

敢闘賞 兵庫県 金川　未来(二段) 中本　凜(二段) 敢闘賞 全国高校

敢闘賞 東京都 武井　理沙(初段) 三森　菜々香(初段) 敢闘賞 福岡県

敢闘賞 兵庫県 森本　汐音(二段) 川辺　百花(二段) 敢闘賞 神奈川県

中学生団体の部 男子単演有段の部

区分 所属連盟 区分 所属連盟 拳士名

最優秀 北海道 最優秀 神奈川県 岩瀬　勝稔(二段)

優　秀 大阪府 優　秀 大阪府 木原　結城(三段)

優　良 和歌山県 優　良 香川県 田家　涼太郎(二段)

敢闘賞 京都府 敢闘賞 全国高校 田村　大輔(初段)

敢闘賞 滋賀県 敢闘賞 長野県 西出　伊織(二段)

敢闘賞 佐賀県 敢闘賞 兵庫県 真田　昂汰(初段)

女子単演有段の部 男子単演級拳士の部

区分 所属連盟 拳士名 区分 所属連盟 拳士名

最優秀 北海道 斎藤　桃花(二段) 最優秀 岡山県 河村　征(2級)

優　秀 北海道 山本　千尋(三段) 優　秀 埼玉県 井上　将(2級)

優　良 大阪府 久田　友香(二段) 優　良 京都府 岩本　宗也(5級)

敢闘賞 京都府 奥村　祐未(二段) 敢闘賞 徳島県 新居　総一郎(2級)

敢闘賞 全国高校 荒井　流風香(二段) 敢闘賞 兵庫県 文珠　晴人(2級)

敢闘賞 和歌山県 細野　夏帆(二段) 敢闘賞 大阪府 諏訪　龍之介(2級)

女子単演級拳士の部

区分 所属連盟 拳士名

最優秀 京都府 田尻　曜子(3級)

優　秀 宮城県 成田　祐佳(3級)

優　良 静岡県 伊藤　彩華(2級)

敢闘賞 東京都 海老澤　花音(2級)

敢闘賞 愛知県 宮本　綾(3級)

敢闘賞 石川県 小原　茉緒(3級)

拳士名 拳士名
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拳士名 拳士名

丸山　泰生･鳴戸　翔也･横田　匠海･樽井　拓海･坂井　駿太･橋本　純平･藤井　柚葉･谷口　心咲

拳士名 拳士名

鈴木　康平･石井　堅悟･白石　和馬･田川　治緒･石井　勝教･杉山　悠太･大谷　紘嗣･澤田　武

川口　裕三･上山　学･高橋　宏幸･立道　和輝･後藤　隆志･木村　皓祐･笹川　理菜･山本　瀬菜･白川　碩人･越智　祐弥

竹林　万由子･北村　真彩･森安　理紗･田尻　曜子･山田　麻理亜･二木　遥香･山﨑　千恵･柴原　優美香･羽賀　法子･森川　莉緒

岩見　凌･酒田　秦丞･小森　丈司･平松　直紀･藤波　慈恵偉･松田　大毅･山川　宗輝･田中　恵斗

遠藤　薫･末田　奎介･松村　亮佑･田中　拓人･交野　翔大･平山　悠貴･八尋　雄大･井上　皓太･岡　寛樹･太田　勝浩

岡部　穣･今西　悠介･栗原　弘･中村　陽久･李　遊･蜂屋　啓介･栗野　隆世･田中　雅人･五十嵐　幸佑･奥村　哲平

拳士名

福井　遥己･井上　雄一朗･城澤　大河･西尾　友花･服部　美空･大久保　柊弥

松永　海央･帆足　愛歌･奥田　祐也･沢良木　駿介･沢良木　優介･レツウン　チィ･藤本　柊弥

小川　慧士郎･三谷　聡伸･北畑　琉斗･築地　雅楽･雜賀　道･近藤　豊嗣･安田　壮翔･邊　悠太

箕浦　健介･戸田　圭紀･古川　晴也･箕浦　康介･梶川　滉稀･神山　翔太･木戸　三平

樋渡　望･岩永　弥旺･髙野　凌生･志方　晃斗･祖慶　歩･秋山　丈大･原　銀之郎


