
小３男子　JAC
①　鶴田 大洋　　　白蓮墨田
②　樺澤 継志　　　理心館
③　斉藤 照汰　　　黎明会館
③　川口 桜翔　　　神武館

小４男子　初級
①　石井 蓮次　　　神武館
②　蛭田 翔也　　　総極真門馬

小２男子　JAC
① 佐藤 烈凰　　　松島空手
②　櫻井 想真　　　松島空手
③　小松原 頼安　　総極真門馬
③　松田 久優雅　　白蓮奈良

小３男子　初級
①　円谷 大志　　　総極真門馬
②　本郷 僚哉　　　極真宮城
③　佐々木 隆之介　総極真門馬
③　蛯澤 峻弓　　　東北烈士

小３男子　中級
①　天野 蒼士　　　神武館

小１男子　JAC
①　鶴田 朝陽　　　白蓮墨田
②　佐藤 優空　　　松島空手

幼年男子　初級
①　高久 正宗　　　総極真門馬
②　佐藤 彪斗　　　松島空手
③　髙橋 白虎　　　神武館
③　永島 悠貴　　　極真宮城

幼年男子　JAC
①　山本 桜生　　　士衛塾本部
②　大木 朝陽　　　総極真門馬

小１男子　初級
①　永柄 旭　　　　極真宮城
②　柴田 隼人　　　総極真門馬
③　伊藤 唯尊　　　極真宮城
③　菊田 翔太　　　極真宮城

小２男子　初級
①　菅野 昊　　　　総極真門馬
②　小野 雷斗　　　松島空手
③　庄司 惟叶　　　至真飯田
③　岡田 大臥　　　総極真門馬

小 2女子　初級
①　添田 千愛　　　総極真門馬
②　鈴木 優月心　　総極真門馬

幼年女子　JAC
①　阿部 瑞希　　　FKC 輝心会

小 1女子　初級
①　庄子 ひより　　極真宮城
②　渡邊 月愛　　　総極真門馬

小 1女子　JAC
①　浅川 可憐　　　極真宮城

小４女子 -30kg　JAC
①　加藤 優奈　　　五十嵐道場

小 3女子　初級
①　永柄 美琴　　　極真宮城
②　佐藤 南月　　　FKC 輝心会

小 3女子　JAC
①　南 友利葵　　　白蓮堺
②　髙島 いと葉　　誠真杉並

小 4女子　中級
①　阿部 葉月　　　極真北杜塾

小 2女子　JAC
①　高野 麗梨香　　五十嵐道場
②　田中 茉衣　　　五十嵐道場

一般女子　初級
①　佐々木 弥美　　総極真門馬

一般男子 -70kg　初級
①　山崎 晴喜　　　白蓮九州

マスターズ+70kg
①　白石 恵介　　　総極真門馬

マスターズ -70kg
①　松田 久仁貴　　白蓮奈良

一般男子 -70kg　中級
①　北脇 彪雅　　　真士会

小４男子　中級
①　菅原 凰太　　　総極真門馬
②　鈴木 陸斗　　　神武館

小６男子　初級
①　我妻 士竜　　　神武館
②　本郷 智哉　　　極真宮城

小６男子　中級
①　中尾 映太　　　極真北杜塾

小６男子 -40kg　JAC
①　土嶺 太聖　　　七海会

小６男子+40kg　JAC
①　髙島 多由太　　誠真秋津
②　鈴木 勇翔　　　黎明会館
③　溝江 匠真　　　極真宮城
③　伊藤 晴海　　　総極真門馬

小４男子 -30kg　JAC
①　佐藤 璃空　　　松島空手
②　白井 駿伍　　　神武館

小４男子+30kg　JAC
①　山澤 凛太郎　　白蓮墨田
②　山川 慶大　　　士衛塾本部
③　橋本 大和　　　極真福島
③　小林 悠真　　　普門会館

小５男子　初級
①　白石 琉生　　　総極真門馬
②　平石 優和　　　総極真門馬

小５男子 -35kg　JAC
①　青栁 佑汰　　　士衛塾本部
②　梅津 嗣清　　　極限館

小５男子+35kg　JAC
①　田中 蓮　　　　真士会
②　平木 亮宇　　　白蓮池田
③　本郷 晴琉　　　FKC 輝心会
③　荒井 晃冴　　　至真寒河江

小４女子+30kg　JAC
①　外川 よつば　　七海会
②　小松原 るあな　総極真門馬

小５女子　初級
①　髙橋 知子　　　極真宮城

小５女子 -35kg　JAC
①　柴崎 心希　　　総極真釘嶋

小５女子+35kg　JAC
①　大石 香歩　　　至真高擶
②　半澤 咲希　　　極真宮城
③　佐々木 美結　　総極真門馬
③　松田 留禾　　　極真橋本

小６女子　初級
①　谷内 菜々心　　極真橋本

一般女子　有段
①　諏訪本 わかな　総極真釘嶋
②　齋藤 香代　　　総極真門馬

一般男子 -70kg　有段
①　鈴木 司　　　　総極真門馬
②　伊澤 波人　　　波空会
③　佐野 凰輝　　　淑徳巣鴨
③　百富 悠　　　　総極真門馬

一般男子+70kg　有段　
①　刀禰 篤丈　　　白蓮池田

中３男子+60kg　JAC
①　柏田 悠希　　　淑徳巣鴨

高校男子+70kg　JAC
①　足立 稜真　　　淑徳巣鴨

高校男子 -65kg　JAC
①　角田 樹唯　　　総極真門馬

中３男子 -60kg　JAC　
①　相樂 匠皇　　　芦原須賀川

中学男子　初級
①　猪狩 成正　　　総極真門馬

中２男子 -55kg　JAC
①　加藤 彪雅　　　極真北杜塾
②　加藤 優希　　　総極真釘嶋
③　福永 恭大　　　白蓮山形
③　鈴木 健吾　　　黎明会館

中２男子+55kg　JAC
①　羽山 悠太　　　淑徳巣鴨
②　大河原 壮太　　白蓮山形

中１男子+50kg　JAC　
①　阿部 鎧彪　　　七海会
②　斉藤 逞　　　　黎明会館
③　伊藤 稜世　　　極真宮城
③　髙久 航司郎　　総極真門馬

中１男子 -50kg　JAC
①　鎌田 凌真　　　眞琉會
②　外川 諒晟　　　七海会

中１女子　JAC
①　今井 莉花　　　淑徳巣鴨

中２女子　JAC
①　豊﨑 姫衣沙　　五十嵐道場
②　芦野 瑞姫　　　至真神町

高校女子　JAC
①　細谷 誉　　　　淑徳巣鴨

中３女子　JAC
①　松田 理央　　　淑徳巣鴨

中学女子　初級
①　高野 朱羽　　　総極真門馬

幼年女子　初級
①　髙久 小茉希　　総極真門馬
②　千葉 久梨乃　　松島空手
③　氏家 彩葵　　　総極真門馬
③　加藤 帆乃香　　総極真門馬

小６女子+40kg　JAC
①　青木 紗瑛　　　極真宮城
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