
年中男子 神奈川釘嶋 佐藤 海 菊川 西口 劉希

年長男子 東京志優会 秋田 作 北斗會 中平 大智 静岡東 山本 湊大 清水南 平田 隼也

幼年女子 富士吉田 渡邊 心音 沼津総本部 松村 百

小１男子 埼玉橋本 小熊 拳世 城北 大倉 一紗 沼津総本部 堤 哉太 焼津みなと 桜井 建心

小１女子 島田 萱沼 真央 新武会 岩滝 紗寧

小２男子 福井今城 滝波 和来 三島徳倉 根岸 恒誠 武心塾 御代川 昂汰 東京志優会 リヤブセブ・リオ

小２女子 東京志優会 内田 花憐 レオリブレ 田 悠那 レオリブレ 佐野 里緒 沼津香貫 長島 捺希

小３男子初級 清水東 京島 光汰 焼津みなと 川出 瑛太 焼津みなと 桜井 琉生 湯河原 佐藤 勇斗

小３女子初級 甲府本部 渡辺 美華 裾野 壹岐 愛星

小３男子 東京志優会 谷村 佑樹 東京友心 柴本 大雅 東京志優会 吉田 匡 心道會 平山 聖

小３女子 東京志優会 佐野 心紅 福井今城 印牧 ゆう 静岡本通 野中 心美 城北 櫻井 楓夏

小４男子初級 三島徳倉 横山 千夏良 神奈川釘嶋 小畑 怜旺 福井今城 内田 遼 都留 竹俣 賢心

小４女子初級 拳気道会 田井 美羽

小４男子 東京志優会 赤津 琉斗 大場道場 髙須 春平 静岡本通 宮崎 零央 大場道場 三城 良依

小４女子 同志会 加木 美咲 三島徳倉 櫻井 希美 福井今城 木下 栞乙 湯河原 須賀 さらり

小５男子初級 甲府城南 亀田 倖雅 裾野 壹岐 好誠

小５男子 福井今城 滝波 快生 東京友心 田村 俊汰 河口湖 渡辺 楓太 静岡美和 渥美 琉海

小５女子 静岡南 田代 羽羅 沼津香貫 長島 瑞希 勇慎会 熊谷 優良 東京志優会 米山 唯花

小６男子初級 静岡本通 滝下 大翔

小６男子 静岡東 河崎 尊 沼津総本部 渡邊 柊弥 三島本部 土屋 翔 宇都宮 村松 怜唯莉

小６女子 清水東 小川 莉紗 神奈川釘嶋 諏訪本 わかな 富士宮 中村 春花 東京志優会 鈴木 彩音

中学女子軽量 三島徳倉 秋山 怜南 沼津香貫 長澤 紗良

中学女子重量 東京志優会 武本 花 東京志優会 青木 杏樹 清水東 柴田 魅華 東京志優会 佐藤 藍美
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中学男子軽量 静岡竜南 守川 鴻 東京志優会 大栗 匠瑛 清水南 望月 幹太 東京志優会 橋倉 蓮

中学男子重量 清水南 吉田 悠大 河口湖 渡辺 文太 東京志優会 八木 康平 湯河原 小見山 颯

高校男子軽量 静岡本通 野中 友哉 静岡本通 花村 英志 入野 村田 来倖 静岡竜南 狩野 明日真

高校男子重量 東京志優会 近藤 勇樹 静岡竜南 小和田 風太 沼津香貫 長島 寛明 勇慎会 佐尾山 智也

高校女子 沼津総本部 松島 成美 沼津総本部 遠藤 梨瑚

ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 焼津みなと 齋藤 満 御殿場 勝亦 守 白蓮会館 原 祐樹 東京友心 岡田 伸一

ﾏｽﾀｰｽﾞ 静岡南 太刀川 猛史 静岡本通 大村 巨樹 静岡西 海野 憲央 神奈川釘嶋 齋藤 孝史

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 静岡朝日 森島 大司

一般女子 東京志優会 岩崎 菜緒 河口湖 野沢 歩生

一般初級 沼津香貫 椿 拓郎 清水中央 齋藤 高太郎

一般中級 沼津香貫 山ノ内 秀樹

一般上級 大井川 小笠原 快

最優秀選手賞 大井川 小笠原 快

技能賞 東京志優会 近藤 勇樹

敢闘賞 河口湖 渡辺 文太


