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クラス

幼年 橙帯 男子 三觜 雄雅 静岡本通 磯長 優吏 友心会 鶴原 翔士郎 友心会 伊藤 凰河 福井今城

幼年 橙帯 女子 寺堀 文子 長泉 遠藤 杏 菊川 金屋 莉愛 福井今城 合掌 好花 福井今城

少年 橙帯 男子 村松 快人 竜南 宮内 陽皇 静岡本通 齊藤 来夢 福井今城 鈴木 達也 静岡西

少年 橙帯 女子 日種 りさ 福井今城 小田巻 杏奈 清水南 田中 優 静岡本通 堀 美月 福井今城

幼年 青・黄帯 男子 永井 瑛 静岡本通 仲程 颯太 友心会 斉藤 蒼士 三島徳倉 鈴木 雷騎 福島門馬

幼年 青・黄帯 女子 松村 百 沼津総本部

少年 青帯 男子 武田 悠暉 福井今城 里見 元陽 羽鳥 菊地 蓮士 三島 鈴木 秀都 友心会

少年 青帯 女子 遠藤 束紗 三島朝日 藤村 絢菜 焼津みなと 荒川 理真 甲府昭和 兒島 薗 美和

少年 黄帯 男子 石原 匠馬 美和 真辺 龍之介 福井今城 遠藤 志磨 菊川 横山 千夏良 三島徳倉

少年 黄帯 女子 海野 志歩 美和 木下 栞乙 福井今城 佐々木 美結 福島門馬 萱沼 真央 島田

少年 緑・茶帯 男子 根岸 恒誠 三島徳倉 柳沼 琉之介 福島門馬 小山 翔大 福島門馬 松山 幸樹 福島門馬

少年 緑・茶帯 女子 齋藤 実桜 福島門馬 小林 夢果 福井今城 鹿野 倖那 福島門馬 近藤 楓花 友心会

中学 男子 山本 凌生 竜南 田代 修羅 静岡西 渡辺 文太 河口湖 渡邊 柊弥 沼津総本部

中学 女子 森下 玲那 福井今城 長島 瑞希 清水町 齋藤 茉紘 福島門馬 田代 羽羅 西平松

一般 男子 日下部 尚弥 沼津総本部 日下部 尚人 沼津総本部 鈴木 統河 福島門馬 大住 柊太 福島門馬

一般 女子 野澤 歩生 河口湖 白石 綾 福島門馬 遠藤 梨瑚 沼津総本部 山本 小梅 友心会

マスターズ男子 安藤 克己 清水町 佐藤 明浩 福島門馬 羽賀 隆一郎 埼玉橋本 山口 和幸 加古川

マスターズ女子 齋藤 香代 福島門馬 田口 文美 長泉 石田 政子 藤枝本部 工藤 亜希 沼津総本部

伊藤 凰河 北村 春翔 獨古 にい梛 磯長 優吏

中村 圭吾 秋本 頼人 當野 肇 鶴原 翔士郎

金屋 莉愛 荒尾 錬醍 滝澤 倫世 岩橋 海斗

仲程 颯太

畠山 幸星

川里 隼大

金屋 恋空 白坂 愛斗 日種 りさ 小林 千晃

齊藤 来夢 松山 瑞希 堀 美月 講神 未稀

中谷 竜 宮内 陽皇 斎藤 愛莉 吉田 弓龍

松村 百 笹松 煌世

遠藤 束紗 里見 元陽

寺堀 文子 大石 日向

木下 栞乙 瀧波 和来 小林 寛 海野 有咲

内田 遼 小林 頼矢 西部 綾夏 石原 匠馬

日種 ゆう 真辺 龍之介 鈴木 秀都 海野 志歩

佐々木 美結 髙久 航司郎 小山 翔大 今川 竣太

鹿野 倖那 真壁 信吾 柳沼 琉之介 渡部 惇生

齋藤 実桜 出田 琉真 二瓶 竜誠 松山 幸樹

森下 玲那 渡部 偉楓 土井 千颯 今川 蓮也

小林 征矢 外川 遥大 竹原 琥太郎 渡部 美羽

瀧波 快生 伊藤 那由太 加藤 誠也 中前 純泰

鈴木 統河 日下部 尚弥 酒井 陽平 角田 樹唯

大住 柊太 日下部 尚人 山本 小梅 百富 悠

鈴木 史哉 野澤 歩生 関口 貴大 白石 綾

齋藤 香代

佐藤 泰典

佐藤 明浩

個人戦 最優秀賞 野澤 歩生 河口湖 団体戦 最優秀賞 鈴木 統河

大住 柊太

鈴木 史哉

福島門馬

東京友心会 福島門馬

福島門馬

優勝（所属） 準優勝（所属） ３位（所属） ３位（所属）

福井今城 美和 東京友心会 東京友心会

東京友心会

静岡本通

福島門馬 福島門馬 福島門馬 福島門馬

福井今城 福井今城 東京友心会 美和

福島門馬 大石道場

福井今城 福井今城静岡本通

福井今城 福島門馬

団体少年黄

団体マスターズ

全日本型大会各クラス入賞者

団体幼年初級

団体少年初級

団体少年青

団体少年上級

団体中学

団体一般

団体幼年中級

福井今城

沼津総本部 羽鳥

福島門馬


