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種目 カテゴリー

小学１～２年生男女混合 田中　亜子 極真坂本栃木北 成瀬　柚音 拳友会茨城本部 若林　結 礼心会 松本　幌太 拳友会国際総本部

小学３～４年生男女混合初級 田原　碧人 拳友会茨城本部 今井　優歩 拳友会神栖支部 酒井　歩夢 拳友会国際総本部 黒田　佳歩 FCK栃木

小学３～４年生男女混合上級 山本　葵 拳友会神栖支部 新井　鈴穂 拳友会茨城本部 津司　凛人 水滸會丈夫塾 中島　暖 拳友会茨城本部

小学５～６年生男女混合 若林　真 礼心会 落合　真士 KWF極真会館 中島　心暖 拳友会茨城本部 脇田　優泉 礼心会

中学生男子 齋藤　彗斗 水滸會丈夫塾 吉田　裕貴 拳友会香川支部

中学生女子 山縣　はる 水滸會丈夫塾 高野　桃加 拳友会茨城本部

一般男女混合（高校生以上） 太田　善章 新拳会太田塾 長谷川　由海 KWF極真会館

幼児男女混合新人戦 岡村　奏洋 一狼塾 田原　碧也 拳友会茨城本部 峰岸　宙央 空手道正拳会 冨山　絢翔 拳友会茨城本部

幼児男女混合上級 三木　寛太 拳友会茨城本部 髙松　龍 拳友会香川支部

小学１～２年生男子新人戦 秋葉　千凛 拳友会神栖支部 椎名　真生 拳友会茨城本部 鈴木　天虎 拳友会茨城本部 髙橋　宙良 拳友会茨城本部

小学１～２年生男子中級 皆木　煌義 拳友会茨城本部 高野　拳太 拳友会茨城本部 野村　奏 一狼塾 中村　岬太 空手道正拳会

小学１～２年生男子上級 岡田　凌平 桜塾 林　諒芽 桜塾

小学１～２年生女子新人戦 若林　結 礼心会 安藤　静 拳友会国際総本部

小学１～２年生女子上級 田中　亜子 極真坂本栃木北 萩原　葵 拳友会国際総本部

小学３～４年生男子新人戦 保住　心元 拳友会国際総本部 豊島　紳 拳友会茨城本部 下田　倖世 極真会館益子 大山　叶翔 極真会館益子

小学３年生男子中上級 中島　暖 拳友会茨城本部 早川　貴也 一狼塾 岡村　翔洋 一狼塾 山本　葵 拳友会神栖支部

小学４年生男子中級 坂本　竜徳 一狼塾 平塚　加央琉 一狼塾

小学３～４年生女子新人戦 秋葉　花音 拳友会神栖支部 串間　有紗 空手道正拳会

小学４年生男子上級３０kg未満 三木　快斗 拳友会茨城本部 山田　青椰 桜塾

小学４年生男子上級３０kg以上 竹石　真雄 空手道正拳会 今井　憲臣 拳友会神栖支部

小学３～４年生女子上級 荒井　ひめ乃 拳友会茨城本部 伊藤　静莉 桜塾

小学５～６年生男子新人戦 小林　勇斗 拳友会茨城本部 飯村　司 拳友会茨城本部 山﨑　燦人 拳友会神栖支部 三浦　悠 拳友会茨城本部

小学５年生男子中級 山口　颯斗 拳友会国際総本部 高野　伸哉 拳友会茨城本部

小学５年生男子上級３５kg未満 秋山　蓮 拳友会茨城本部 金谷　巧巳 水滸會丈夫塾

小学５年生男子上級３５kg以上 鈴木　雄山 極真坂本栃木北 越後　麗央 水滸會丈夫塾 合群　亮哉 極真会館益子 茂木　功太 拳友会国際総本部

小学６年生男子中級 今井　優憲 拳友会神栖支部 鈴木　悦士 格闘空手さくら

小学６年生男子上級４０kg未満 竹尾　颯天 桜塾 松下　廉 桜塾

小学６年生男子上級４０kg以上 竹石　英雄 空手道正拳会 渡辺　匠 少林流阿部会館

小学５～６年生女子新人戦 中山　愛結 FCK栃木 小林　あすか 拳友会茨城本部

小学５～６年生女子上級 岡田　葵 桜塾 脇田　優泉 礼心会

中学生男子４５kg未満 伊藤　大晟 桜塾 佐久間　健全 水滸會丈夫塾

中学生男子４５kg以上 浅井　寛武 桜塾 萩原　熙 水滸會丈夫塾 岡村　皇洋 一狼塾 山畑　龍人 拳友会茨城本部

中学生女子新人戦 黒田　茉凜 拳友会茨城本部 齋藤　瑞樹 FCK栃木

中学生女子 高野　桃加 拳友会茨城本部 宮崎　美月 桜塾

高校生男子６０kg未満 宮崎　皓紀 桜塾 飯田　蓮 拳友会茨城本部

高校生男子６０kg以上 阿部　拓海 桜塾 瀬戸　綸太郎 水滸會丈夫塾

一般女子 氏原　優里 桜塾 佐賀　郁子 拳友会茨城本部

一般男子初級 杉本　元熙 空手道天道塾 増子　裕介 極真会館益子

一般男子上級軽量級６５kg未満 平野　達也 水滸會丈夫塾 下山　晃一 拳誠会館那須塩原

マスターズ 越後　直人 水滸會丈夫塾 髙木　淳 拳友会茨城本部

幼児男女混合 窪木　美羽 拳友会国際総本部 眞鍋　百絵 拳友会香川支部

小学１年生男子 酒井　束颯 拳友会国際総本部 大久保　虎臥 拳友会桜川支部

小学２年生男子 松本　幌太 拳友会国際総本部 原田　健三郎 拳友会桜川支部

小学１～２年生女子 内堀　莉子 拳友会国際総本部 前島　理乃 剛道塾

小学３年生男子 津司　凛人 水滸會丈夫塾 高野　悟 剛道塾 大久保　光輝 剛道塾 高野　航 剛道塾

小学４年生男子 今井　憲臣 拳友会神栖支部 前島　健之介 剛道塾

小学３～４年生女子 秋葉　花音 拳友会神栖支部 今井　優歩 拳友会神栖支部

小学５年生男子 茂木　功太 拳友会国際総本部 金谷　巧巳 水滸會丈夫塾 成瀬　右杏 拳友会茨城本部 矢代　裕之 拳友会神栖支部

小学６年生男子 増田　流星 拳友会国際総本部 新井　太智 拳友会茨城本部 酒井　駿帆 拳友会茨城本部 橋本　悠紀 拳友会茨城本部

小学５～６年生女子 中茎　ゆい 剛道塾 山中　紀愛 拳友会神栖支部

中学生男子 萩原　熙 水滸會丈夫塾 齋藤　彗斗 水滸會丈夫塾 木所　優太 剛道塾 秋葉　翼 拳友会神栖支部

一般男子 豊澤　楓麻 水滸會丈夫塾 岩　翔希 水滸會丈夫塾

中量級７０kg未満 小澤　一成 空手道天道塾 山鹿　貴史 無頼館

重量級７５kg以上 阿部　健寿 小千谷格闘会 髙木　淳 拳友会茨城本部
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最優秀選手賞

㈱MEDSホールディングス賞

伊藤大晟

萩原　熙

浅井寛武

㈱志ち乃特別賞

つくば市長賞

技能賞

ベストスピリット賞

ベストファイト賞

拳友会神栖支部

桜塾

水滸會丈夫塾

桜塾

拳友会国際総本部

新井鈴穂

若林　真

竹石真雄

増田流星

秋葉千凛

拳友会茨城本部

礼心会

空手道正拳会


