
クラス 優勝（所属） 準優勝（所属） ３位（所属） ３位（所属）

幼年女子 渡部 柚葉（三島朝日）

幼年男子 西口 劉希（菊川） 北村 春翔（静岡北） 佐野 碧海（裾野） 渡邉 蒼太（沼津総本部）

小１女子 松村 百（沼津総本部） 渡邊 心音（富士吉田）

小１男子 永井 瑛（静岡本通） 秋本 頼人（静岡北） 小島 悠葵（甲府本部） 荒尾 錬醍（竜南）

小２女子 萱沼 真央（島田） 中西 祐野（城北）

小２男子 里見 元陽（静岡本通） 森下 湊斗（沼津総本部） 菊地 連士（三島本部） 前田 蓮（菊川）

小３女子初級 平井 和歌（清水西） 上野 真矢（清水中央）

小３男子初級 油上 崇真（静岡本通） 大橋 皇雅（沼津総本部） 勝亦 音和（御殿場） 宮内 陽皇（静岡本通）

小３女子 荒川 理真（甲府本部） 長島 捺希（清水町）

小３男子 遠藤 志磨（菊川） 中見 瀬斗（静岡本通） 佐藤 奨峻（伊豆西） 中村 奏太（美和）

小４女子初級 小島 瑞葵（甲府本部）

小４男子初級 岩﨑 晴優（静岡本通） 杉山 陸翔（静岡本通） 高山 優生（富士大渕） 笹山 温斗（清水町）

小４女子 印牧 ゆう（福井今城） 櫻井 楓夏（城北）

小４男子 小田巻 大城（清水南） 橋本 粋生（沼津総本部） 新井 政成（富士大渕） 露木 真心（函南）

小５男子初級 佐久間 快杜（富士吉田）

小５女子 リム・アスペン（菊川） 山田 華子（菊川）

小５男子 小関 優太（静岡本通） 松村 元（沼津総本部） 野田 龍登（沼津総本部） 小林 環（静岡本通）

小６女子 南部 詩季（福井今城） 望月 理沙（清水南）

小６男子 渡辺 楓太（河口湖） 中村 晄（大井川） 金森 光介（富士交流） 川口 晴（城北）

中２・３女子軽量 瀧 真弘（清水西） 漆畑 成羅（富士交流）

中学女子重量 勝亦 奏音（御殿場）

中１男子 倉田 聡（静岡東） 中溝 健太郎（静岡北） 武田 隆之介（美和） 長束 裕斗（竜南）

中２・３男子 望月 幹太（清水南） 小林 航明（豊田） 山田 朝日（函南） 山田 梁二（函南）

高校女子 林 有奈（菊川）

高校男子軽量 漆畑 廉（富士交流）

高校男子重量 城所 航大（沼津総本部） 花村 英志（静岡本通）

一般初級 植野 翔（焼津みなと） 小林 涼（静岡西）

一般中級 大村 巨樹（静岡本通） 鈴木 和希（大井川）

一般上級 鴨田 直己（レオリブレ） 園原 尚文（清水西）

ヤングマスターズ 鈴木 利幸（清水町） 海野 憲央（静岡西）

マスターズ 中澤 正和（八田） 土屋 裕一郎（静岡朝日）

グランドマスターズ 山田 正信（清水町）

女子マスターズ 柳館 美佐子（レオリブレ） 小田 祥子（富士宮）

最優秀賞

技能賞

敢闘賞

組手各クラス入賞者

鴨田 直己（レオリブレ）

城所 航大（沼津総本部）

漆畑 廉（富士交流）



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 小田巻 杏奈（清水南） 渡邊 心音（富士吉田） 川路 陽菜乃（豊田） 田中 優（静岡本通）

幼年 白・橙帯男子 小倉 虎太郎（河口湖） 永井 瑛（静岡本通） 荒尾 錬醍（竜南） 前田 蓮（菊川）

少年 白・橙帯女子 平井 和歌（清水西） 小島 瑞葵（甲府昭和） 渡辺 美華（甲府本部） 上野 真矢（清水中央）

少年 白・橙帯男子 勝亦 音和（御殿場） 平井 恒太郎（清水西） 杉山 隼哉（三島朝日） 守屋 満（焼津みなと）

幼年 青・黄帯女子 松村 百（沼津総本部）

幼年 青・黄帯男子 土屋 羚（三島本部） 里見 元陽（静岡本通）

少年 青帯 女子 海野 有咲（美和） 荒川 理真（甲府昭和） 渡辺 香華（甲府本部） 栗田 心夏（清水南）

少年 青帯 男子 秋山 瑛大（藤枝本部） 中見 瀬斗（静岡本通） 子安 哲平（静岡本通） 横山 千夏良（三島徳倉）

少年 黄帯 女子 海野 志歩（美和） 須賀 さらり（湯河原） 櫻井 楓夏（城北） 印牧 ゆう（福井今城）

少年 黄帯 男子 鴫原 新（湖西） 石原 匠馬（美和） 露木 真心（函南） 後藤 恵佑（湯河原）

少年 緑・茶帯女子 南部 詩季（福井今城）

少年 緑・茶帯男子 山本 凌生（城北） 渥美 琉海（美和） 渡辺 楓太（河口湖） 川口 晴（城北）

中学女子 勝亦 奏音（御殿場） 漆畑 成羅（富士交流）

中学男子 内野 仁和（静岡本通） 山田 乃亜（静岡南） 荒川 浩大（甲府昭和） 武田 隆之介（美和）

一般女子 林 有奈（菊川）

一般男子 城所 航大（沼津総本部） 漆畑 廉（富士交流）

マスターズ女子 小林 洋子（静岡本通） 柳館 美佐子（レオリブレ）

マスターズ男子 土屋 裕一郎（静岡朝日） 清水 義浩（静岡西）

型 最優秀賞

型各クラス入賞者

城所 航大（沼津総本部）


