
種 目 所 属 氏 名 資 格 氏 名 資 格 氏 名 資 格 氏 名 資 格

大　　森 大上　秀樹 六段 野辺　耕一 六段

東京試衛舘 島澤　良次 七段 荒井　英俊 六段

東京大塚 赤羽　智明 三段 チモシェンコ　ナターリア 三段

国立中SP 佐伯　由美子 五段 吉永　由里子 五段

日本武道館武道学園 及川  愛 四段 松田  恵美 初段

西多摩瑞穂 小山　恵子 四段 田中　亜津子 ４段

渋谷笹塚 丹羽　太一 五段 藤原　経彦 四段

東京大塚 小澤　晴太 四段 川島　佑斗 四段

日本体育大学 川島　直央 四段 藤堂　聖人 四段

東京大塚 新井　椋大 三段 鈴木　隼 二段

日本体育大学 小西　遼 三段 小森　勇輝 三段

日本体育大学 東　凌太郎 三段 上野　祐樹 三段

早稲田実業 大橋　知直 二段 佐藤　由弥 二段

中央大学 小宮山　健 二段 山本　裕昭 二段

共栄学園 大久保　和道 二段 仲佐　拓海 初段

八王子西 深澤　郁哉 初段 小林　壮志 初段

明治大学 坂田　英作 初段 廣瀬　輝 初段

日本体育大学 石川　広都 初段 新間　那粋 初段

早稲田実業 本間　雄貴 １級 伊藤　勇輝 １級

亀　　有 白石　晃一 １級 沖本　侑也 １級

日本大学 矢島　一樹 ３級 宮本　翔平 ３級

東京大塚 小澤　里菜 四段 高橋　育恵 四段

立教大学 髙橋　明日香 四段 平村　愛理 三段

日本女子体育大学/国士舘大学 山本　望 三段 山内　友里加 三段

清瀬高校 田中　綾 ニ段 星野　美咲 ニ段

早稲田実業 宮﨑　柊花 二段 陶山　絹香 初段

日本体育大学 幾川　柚香 二段 加来　穂夏 二段

早稲田実業 佐藤　和 初段 堀越　捺津己 初段

立教大学/明治大学 額賀　郁乃 初段 井上　由輝 初段

富士見丘 伊東　沙織 初段 菅野　純佳 初段

8 女子三段以上

9 女子ニ段

10 女子初段
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1 男子マスターズ

2 女子マスターズ

3 男子四段以上

4 男子三段の部

5 男子二段の部

6 男子初段の部

7 男子級拳士



清瀬高校 島津　文恵 ２級 佐藤　華 ２級

渋谷笹塚 冨樫　真理子 ６級 斉藤　真衣子 ６級

明治学院大学 山本　咲菜 ３級 笠原　亜純 ３級

八王子西 清水　大輔 三段 杉森　郁美 三段

日本武道館武道学園 岸本  弦 三段 石川　礼子 五段

明治大学 堀井　颯馬 四段 岡本　みさと 三段

西東京保谷 吉永　公 ３級 吉永　鮎美 ３級

明治学院大学 喜田　航貴 ３級 安中　日向子 ３級

早稲田実業 山宮　輝也 初段 長谷川　翔一 初段

東京試衛館 髙橋　千聖 初段 西ノ村　孔南 初段

早稲田実業 筒井　大翔 ４級 和田　輝 ４級

早稲田実業 木口　桃華 初段 今枝　真愛 初段

早稲田実業 武井　理沙 初段 三森　菜々香 初段

早稲田実業 増山　朋華 初段 柳原　史佳 初段

14 男子中学生の部

15 女子中学生の部

11 女子級拳士

12 男女有段

13 男女級拳士



杉本　健一 五段 坂本　圭弘 五段 楠木　修平 五段 勝俣　美帆 四段
小川　有希江 三段 山田　茂人 四段 羽生　智彦 四段 埓見　公介 二段
伊藤　仁美 四段 伊藤　駿介 三段 東江　赳欣 三段 穂藤　優次 三段
茂木　健太朗 三段 立和名　ルイ 二段 高橋　茉佑 二段 上島　浩史 三段

鈴木　康平 三段 石井　堅悟 三段 白石　和馬 三段 田川　治緒 三段

石井　勝教 三段 杉山　悠太 三段 大谷　紘嗣 三段 澤田　武 三段

谷津　麟 初段 千葉　彩加 初段 川辺　愛菜 初段 永作　日菜 初段

野村　天音 初段 佐野　幸 初段 上原　いずみ ４級 中馬　彩香 ３級

大脇　輝也 初段 矢野　恵美子 初段 小寺　麻衣 ３級 小林　茉広 ３級

横地　優一 ２級 光田　晴裕 １級

原田　公平 初段 菊地　慈温 １級 相澤　大地 １級 鈴木　俊汰 １級

駒形　哲朗 １級 深見　真輝 １級

学習院大学 宮原　真也 初段

東洋大白山 塚本　航平 二段

東京久が原 中澤　晋一 三段

渋谷南 佐々木　綾花 初段

東京辰巳 翠簾野　美月 初段

東京経済大学 吉野　知世 三段

日本大学 宮沢　涼太 １級

法政大学 熊木　健介 ３級

東京大塚 棚町　弘一郎 ２級

日本女子体育大学 中川　彩実 ２級

砂川高校 海老澤　花音 ２級

明治大学 沖　　彩奈 ３級

22 小学生の部 東京錦糸 佐藤　幹仁 初段 藤井　大樹 ２級

23 親子の部 東京東陽町 小澤　良一 三段 小澤　竜心 初段

24 夫婦の部 国立中SP 武田　健一 ３級 武田　博生 ３級

瀬戸　秀一 ６級 石井　重人 初段 長田　悠汰 初段 野本　陸 ３級

番場　ことみ ４級 古海　佳蓮 見習

大脇　知也 ２級 加野　遥佑 ２級 山本　勘太 ４級 脇阪　みやび ４級

光田　修央　 ２級 齋藤　良太 ３級

東京大学 立山　尚樹 三段

東京大塚 川島　佑斗 四段

日本武道館武道学園 海保　賢太郎 三段

法政大学 五十嵐　誠 三段

26 小学生団体の部 西東京保谷南SP

27 男子運用法の部

21 女子単演級拳士の部

25 障がい者の部 加住小中学校

18 男子単演有段の部

19 女子単演有段の部

20 男子単演級拳士の部

八王子西

渋谷南

日本体育大学

17 中学生団体の部

加住小中学校

西東京保谷南SP

芝学園

16 一般団体の部



東京農業大学 田中　初紀 三段

東京大塚 チモシェンコ　ナターリア 三段

日本武道館武道学園 上西　絵梨香 二段

法政大学 角倉　舞 二段

29 弁論の部 町田南 阿部　一郎 三段

28 女子運用法の部


