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小学３年　女子
組手の部

小学４年　女子
組手の部

小学５・６年　女子
組手の部

小学５年　男子
組手の部

小学６年　男子
組手の部

中学生　男子
組手の部

高校生　男子
組手の部

一般　男子
組手の部

小学１・２年　女子
組手の部

幼年　形の部

小学１年　男子
組手の部

小学２年　男子
組手の部

小学３年　男子
組手の部

小学４年　男子
組手の部

冨樫　夏那 近藤　心優

（鷲龍道場） (千葉松涛会) （協会君津） （有秋空手） （煌拳塾） （五徳会） （五徳会） （煌拳塾）

清水　百椛 佐久間　美妃 石井　心菜 丸塚　ひなた 小坂　美南海 鈴木　那奈

（協会君津） （成徳会） （有秋空手） （有秋空手） （謙信館） （謙信館）

清水　瑠華 新本　千代 田中　琴莉 小野口　いろは 村松　杏咲 松坂　緋夏

高木　碧人 安西　心音

（協会君津） （藤和会） （協会君津） （謙信館） （風林火山） （有秋空手） （煌拳塾） （天勇会）

堀内　優愛 仁田原　菜奈 田中　瑠華 林　ひかり 吉岡　瑞姫 丸塚　かのん

（煌拳塾） （謙信館） （協会君津） （鷲龍道場） （協会君津）

村田　海花 松坂　柚希 石井　優花 喜多村　心彩 小坂　愛莉

（大和松濤館） （五徳会） （五徳会）

二村　正樹 鈴木　義幸 中村　文哉

（風林火山） （五徳会）

三枝　牧人 阿積　奏人

（謙信館） （有秋空手） （五徳会） （風林火山）

平野　慶太郎 藤本　藍羽 山口　拓登 藤江　俊成

安西　　　響 江口　陸翔

（協会君津） （協会君津） (稲毛不動塾) （聖嘉館） （成徳会） （協会君津） （天勇会） （風林火山）

鈴木　一 髙橋　晴道 渡邉　和貴 金子　湊 成田　海翔 尾野　巧武

蒲生　悠太 滝川　來

（鷲龍道場） （聖嘉館） （聖嘉館） （聖嘉館） （煌拳塾） （煌拳塾） （協会君津） （謙信館）

喜多村　咲季主 古泉　智大 中島　世旺 古泉　貴大 高橋　龍人 井口　遥輝

高橋　遥斗 金子　航太

（鷲龍道場） （聖嘉館） （協会君津） （仁武館） （協会君津） （協会君津） （成徳会） （協会君津）

新垣　晴空 廣中　拓真 廣瀬　和 大和田　陽翔 松永　悠 吉田　涼馬

中島　琥旺 松崎　飛向華

（成徳会） （拳夢館） （成徳会） （拳夢館） （協会君津） （成徳会） （聖嘉館） （五徳会）

山口　真弘 内山　朝陽 成松　玲 鈴木　湊士 西郷　眞武 前田　大晶

溝口　功大 石川　凌太

（煌拳塾） （鷲龍道場） （煌拳塾） （聖嘉館） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （聖嘉館） （姉空会）

松本　　空 高橋　瀬翔 原田　幸希翼 佐々木　航 ハーモンド　信 鈴木　陸仁

押足　篤志 金子　陽紀

（鷲龍道場） （仁武館） （成徳会） （協会君津） （協会君津） （協会君津） （煌拳塾） （協会君津）

清水　彬弘 大和田　琉斗 堀内　依颯 鈴木　心羽 尾野　陽琉 松永　怜

（鷲龍道場） （成徳会）

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

新垣　海夢 岩井　智義

優勝 準優勝 第３位 第３位
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（鷲龍道場）

一般　男子
形の部

小学１・２年　女子
形の部

小学３年　女子
形の部

小学４年　女子
形の部

小学５・６年　女子
形の部

小学２年　男子
形の部

小学３年　男子
形の部

小学４年　男子
形の部

小学５年　男子
形の部

小学６年　男子
形の部

中学生　男子
形の部

幼年　形の部

小学１年　男子
形の部

（大和松濤館）(千葉松涛会) （協会君津） （協会君津） （五徳会） （五徳会） （有秋空手） （協会君津）

佐久間　美妃 石井　心菜 景山　優花 冨樫　夏那 鈴木　那奈 丸塚　ひなた 西郷　ゆりな 軽米　咲衣

（協会君津） （謙信館） （有秋空手） （有秋空手） （成徳会） （謙信館）

（風林火山）（協会君津） （藤和会） （有秋空手） （謙信館） （天勇会）

清水　瑠華 村松　杏咲 田中　琴莉 小野口　いろは 新本　千代 松坂　緋夏

（仁武館） （協会君津）

市原　心 堀内　優愛 仁田原　菜奈 丸塚　かのん 林　ひかり 田中　瑠華 吉岡　瑞姫 安西　心音

（謙信館） （煌拳塾） （鷲龍道場） （協会君津） （協会君津）

松坂　柚希 村田　海花 喜多村　心彩 小坂　愛莉 石井　優花

（大和松濤館） （五徳会） （五徳会）

（謙信館） （風林火山） （五徳会）

二村　正樹 中村　文哉 鈴木　義幸

（有秋空手）

（風林火山） （成徳会）

藤本　藍羽 平野　慶太郎 藤江　俊成 山口　拓登

（協会君津） （協会君津） （協会君津） （協会君津） （聖嘉館） （成徳会）

髙橋　晴道 清水　遥矢 尾野　巧武 小野　希実 成田　海翔 小杉　悠介 染谷　龍登

（有秋空手） （聖嘉館） （聖嘉館） （有秋空手） （謙信館） （聖嘉館） （聖嘉館）

鈴木　一

（鷲龍道場）（聖嘉館） （協会君津） （協会君津） （協会君津） （藤和会）

藤本　慈生 中島　世旺 古泉　智大 小野口　葵 滝川　來 山田　晴士 喜多村　咲季主 古泉　貴大

（仁武館） （成徳会）

（謙信館） （拳夢館）

大和田　陽翔 廣中　拓真 松永　悠 廣瀬　和 吉田　涼馬 高橋　遥斗 新垣　晴空 小倉　璃久

（拳夢館） （聖嘉館） （成徳会） （成徳会） （協会君津） （成徳会）

内山　朝陽 中島　琥旺 前田　大晶 成松　玲 鈴木　真広 山口　真弘 蛭田　悠玖 鈴木　湊士

（鷲龍道場） （協会君津） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （煌拳塾） （聖嘉館） （鷲龍道場）

（協会君津） （協会君津）

高橋　瀬翔 景山　丈太郎 鈴木　陸仁 ハーモンド　信 松本　　空 佐々木　航 菊池　悠真

（仁武館） （協会君津） （鷲龍道場） （謙信館） （成徳会） （煌拳塾）

大和田　琉斗 尾野　陽琉 清水　彬弘 大塚　塁登 堀内　依颯 石井　翔太 金子　陽紀 鈴木　心羽

（成徳会） （鷲龍道場） （大和松濤館） （大和松濤館）

敢闘賞 敢闘賞

岩井　智義 新垣　海夢 前田　桃花 伊藤　守

優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞


