
クラス 優勝 （所属） 準優勝 （所属） ３位 （所属） ３位 （所属）

年中女子 瀬戸口 紗愛 立志会 松村 百 沼津総本部

年中男子 新實 礼磨 立志会 下戸 裕夢 静岡南 山本 蒼馬 清水北 北村 春翔 静岡北

年長男子 酒井 陽向 立志会 山本 湊大 静岡東 國弘 慎一郎 裾野 戸田 悠斗 静岡美和

小１女子 松田 留禾 埼玉橋本 井上 桜花香 東京志優会

小１男子 真辺 龍之介 福井今城 大倉 一紗 静岡美和 桜井 建心 焼津みなと 佐野 登己和 東京志優会

小２女子 内田 花憐 東京志優会 荒川 理真 甲府昭和 佐野 里緒 レオリブレ 田 悠那 レオリブレ

小２男子 瀧波 和来 福井今城 斉藤 航樹 立志会 遠藤 志磨 菊川 佐藤 奨峻 伊豆西

小３女子初級 壹岐 愛星 裾野

小３男子初級 桜井 琉生 焼津みなと 永井 丈晴 武心塾 佐藤 勇斗 湯河原 柴山 叶汰 静岡本通

小３女子 佐野 心紅 東京志優会 櫻井 楓夏 城北 渡邊 柚奈 東京志優会 野中 心美 静岡本通

小３男子 本杉 一颯 立志会 桒原 夢希 富士吉田 米山 隼翔 東京友心会 鈴木 颯 東京志優会

小４女子初級 山田 華子 菊川

小４男子初級 ヨシザネ・リュウキ 菊川 竹俣 賢心 都留 松本 武 静岡西 守屋 満 焼津みなと

小４女子 リム・アスペン 菊川 海野 志歩 静岡美和

小４男子 酒井 暖 立志会 松村 元 沼津総本部 小関 優太 静岡本通 宮崎 零央 静岡本通

小５男子初級 渡辺 侑 河口湖 三井 遥介 沼津総本部

小５女子 松田 理央 埼玉橋本 田代 羽羅 静岡南 長島 瑞希 沼津香貫 南部 詩季 福井今城

小５男子 田村 俊汰 東京友心会 渡辺 楓太 河口湖 藤原 陸 東京志優会 印牧 健 福井今城

小６女子初級 山ノ内 真緒 沼津香貫

小６男子初級 児島 樂 静岡美和

小６女子 小川 莉紗 清水東 諏訪本 わかな 神奈川釘嶋

小６男子 河崎 尊 静岡東 久保田 陸翔 東京志優会 土屋 翔 三島本部 鈴木 珀 函南

中１女子軽量 大川井 琉子 静岡本通

中１女子重量 吉永 芽莞 焼津みなと

中２・３女子軽量 柴田 魅華 清水東 長澤 紗良 沼津香貫

中２・３女子重量 川口 るな 城北

中１男子軽量 田代 修羅 静岡南 吉田 大希 清水南 土井 千颯 福井今城 望月 幹太 清水南
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中１男子重量 渡辺 文太 河口湖 増田 圭亮 如水會舘

中２・３男子軽量 西川 海翔 城北 皆本 丈 覇道會舘 守川 鴻 竜南 藤本 翔大 函南

中２・３男子重量 坂本 優輝 白蓮会館 酒井 陽平 東京友心会

高校女子 遠藤 梨瑚 沼津総本部 林 有奈 菊川

高校男子軽量 野中 友哉 静岡本通 花村 英志 静岡本通 土井 開矢 福井今城 漆畑 廉 富士交流

高校男子重量 小和田 風太 竜南 長島 寛明 沼津香貫

一般初級 小早川 渉 沼津原 佐々布 勝 三島徳倉

一般中級 森下 純樹 藤枝本部 栗田 紳平 東京

一般上級 松浦 泰明 大井川 林 歩希 菊川

ヤングマススターズ 北川 淳也 静岡南 田代 徹 静岡南

マスターズ 大柿 義輝 宇都宮 時田 季之 甲府城南

グランドマスターズ 吉田 紹男 静岡南 安藤 浩 東京 鳥畑 与一 静岡南 左 倫好 東京

一般女子 松島 成美 沼津総本部

女子シニア 佐田 奈緒子 裾野同好会

女子マスターズ 松下 晴美 静岡本通

最優秀賞

技能賞

敢闘賞

クラス 優勝 （所属） 準優勝 （所属） ３位 （所属） ３位 （所属）

幼年 白・橙帯女子 木村 凛 藤枝本部 松田 留禾 埼玉橋本 井上 桜花香 東京志優会 渡邊 心音 富士吉田

幼年 白・橙帯男子 中見 瀬斗 静岡本通 土屋 羚 三島本部 菊地 蓮士 三島本部 勝亦 音和 御殿場

少年 白・橙帯女子 壹岐 愛星 裾野 髙口 颯月 東京友心会 髙口 心優 東京友心会 安本 佳椰 清水南

少年 白・橙帯男子 秋山 瑛大 藤枝本部 小田巻 大城 清水南 近藤 広都 焼津みなと 兒嶋 樂 静岡美和

幼年 青・黄帯女子 中西 祐野 城北 小畑 愛結 神奈川釘嶋 海野 有咲 静岡美和 谷田部 紗奈 静岡美和

幼年 青・黄帯男子 根岸 恒誠 三島徳倉 鴫原 新 湖西 大倉 一紗 静岡美和 瀧波 和来 福井今城

少年 青帯 女子 荒川 理子 甲府昭和 渡邊 桃 沼津総本部 印牧 ゆう 福井今城 佐野 心紅 東京志優会

少年 青帯 男子 鈴木 康生 大井川 三澤 巧祈 静岡本通 中澤 壱斗 沼津香貫 春川 新波 焼津みなと

少年 黄帯 女子 大倉 柚姫 静岡美和 櫻井 楓夏 城北 海野 志歩 静岡美和 勝亦 奏音 御殿場

松浦 泰明（大井川）

渡辺 文太（河口湖）

田代 徹（静岡南）
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少年 黄帯 男子 渡邉 成竣 静岡北 渥美 琉海 静岡美和 渡邊 庵 富士大渕 武田 隆之介 静岡美和

少年 緑・茶帯 女子 森下 玲那 福井今城 田代 羽羅 静岡南

少年 緑・茶帯 男子 山本 凌生 城北 加藤 誠也 福井今城 内田 大器 東京志優会 渡辺 楓太 河口湖

中学 女子 長澤 紗良 沼津香貫 川口 るな 城北 吉角 怜香 甲府昭和 漆畑 成羅 富士交流

中学 男子 山田 乃亜 静岡南 吉田 大希 清水南 西川 海翔 城北 守川 鴻 竜南

マスターズ女子 田口 文美 裾野同好会 小林 洋子 静岡本通

マスターズ男子 土屋 裕一郎 静岡朝日 大柿 義輝 宇都宮

一般女子 遠藤 梨瑚 沼津総本部 松島 成美 沼津総本部

一般男子 小和田 風太 竜南 漆畑 廉 富士交流 林 歩希 菊川 狩野 明日真 竜南

型 最優秀賞

型 優秀賞

遠藤 梨瑚（沼津総本部）

松島 成美（沼津総本部）


