
本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ﾂﾁｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ
20 土澤　翔真 （栃木茨城県）

ｵｸﾞﾏ ｺｳﾒｲ
1 小熊　幸明 （さいたま中央） ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

21 石本　純也 （さいたま中央）
ﾉﾀﾞ ﾊﾅｱ

2 野田　華愛 （千葉海浜）
ｲﾜｷ ｱﾏﾈ ｵｵﾊﾗ  ﾉﾌﾞｷ

3 岩城　天音 （さいたま中央） 22 大原　永暉 （埼玉県南）
ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ

4 金沢　漣樹 （西新井）
ﾔﾏｼﾀ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ

5 山下　瑞貴 （さいたま中央） 23 中村　瑠希 （さいたま中央）

ﾜﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ
6 和田　凛太郎 （さいたま中央） ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾃ

24 市川　颯 （武州北）

本戦 延長 体重判定 再延長 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛ
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 25 原田　寛 （さいたま中央）

ﾓﾘｼﾀ ﾀｲｾｲ
ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾖｼ 26 森下　大誠 （さいたま見沼）

7 清水　竜吉 （さいたま中央）
ｸｽｲ ﾋﾅﾀ

ﾂﾙﾀ ｻｷ 27 楠井　陽大 （さいたま中央）
8 鶴田　桜妃 （武州北）

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
9 宮﨑　雄大 （西新井） ｻｻﾓﾄ ｱｵ

ｶﾅｸﾎﾞ ﾄﾓﾛｳ 28 笹本　青 （長原）
10 金久保　寛朗 （鳩ヶ谷）

ﾜﾀﾍﾞ ﾅﾙ
11 渡部　南琉 （さいたま見沼） ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ

29 川島　遼士 （さいたま中央）
ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ

12 安藤　陸生 （埼玉県西）
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾄ

ﾓﾄﾊｼ ﾘｷ 30 馬場　拓都 （城南武蔵新城）
13 本橋　理樹 （西新井）

ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳ ｱｽｹ ﾄｼﾕｷ
14 関口　将 （蓮田） 31 足助　俊幸 （さいたま中央）

ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾄ ｵｸﾄﾐ ｶｲﾄ
15 北川　諒 （武州北） 32 奥冨　快人 （武蔵中央）

ｶﾜﾓﾄ ﾀｲｾｲ
16 川本　泰生 （さいたま見沼） ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ

ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 33 小川　和輝 （蓮田）
17 野村　美咲 （さいたま中央）

ﾊｼﾓﾄ ｼﾞﾝ
18 橋本　仁 （武州北） ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

34 小島　陽人 （さいたま中央）
ﾀｷ ﾕｳｺﾞ

19 滝　悠吾 （川崎元住吉） ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
35 井手　壽大 （春日部）

ｲｻﾐ ﾊﾔﾃ
本戦 延長 体重判定 再延長 36 勇　颯 （さいたま見沼）

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分
ｻｸﾏ ﾀｲｷ

37 佐久間　泰暉 （さいたま中央）

ｵｵｲﾜ ｻｸﾗｺ
42 大岩　桜子 （埼玉県西） ﾆｼﾐﾔ ﾋﾛﾄ

ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 38 西宮　大翔 （長原）
43 木村　優香 （さいたま中央）

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉ
44 阿部　裕乃 （埼玉県西） 本戦 延長 体重判定 再延長

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｼﾛ １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分
45 宇田川　眞白 （東京千鳥）

ﾎｼﾉ ｱﾔｶ
39 星野　綾華 （さいたま中央）

ﾊﾗ ｱﾐ
40 原　愛美 （川崎元住吉）

ｶｻｲ ﾏﾋﾛ
41 葛西　愛裕 （長原）

１Ａ－２０

１Ａ－３７

星野　綾華 原　愛美 葛西　愛裕

１Ａ－４

１Ａ－３８

１Ａ－２９

１Ａ－３９

１Ａ－３０ （6）小学１年生女子初級の部（８級以下）３名

（3）小学１年生男子初級の部（９級以下）１９名

１Ａ－４１

１Ａ－１８

１Ａ－１９

１Ａ－３１

１Ａ－３２

（1）幼年年中以下の部（園児年中以下）６名

１Ａ－４０

１Ａ－４３

１Ａ－１２

１Ａ－２１

１Ａ－３３

１Ａ－３６

１Ａ－４２

１Ａ－１

１Ａ－１３

１Ａ－３５

１Ａ－１１

１Ａ－２２

１Ａ－２３

（7）小学１年生女子上級の部（７級以上）４名

１Ａ－９

１Ａ－２４

１Ａ－３４

１Ａ－１４

１Ａ－２７

１Ａ－２５

１Ａ－２６

（2）幼年年長の部（園児年長）１３名

１Ａ－５

１Ａ－１０

１Ａ－７

１Ａ－６

１Ａ－８

１Ａ－２

１Ａ－１５

１Ａ－１６

１Ａ－２８

１Ａ－３

１Ａ－１７



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ﾑﾛﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ
121 室原　涼太 （城南品川） 140 田中　隼人 （千葉海浜）

ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ ｶｻﾀﾆ ﾘｸﾄ
122 鶴田　陽太 （武州北） 141 笠谷　陸斗 （さいたま環状）

ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ
ﾀｶｼﾏ ｺｳﾀ 142 林　恭平 （鳩ヶ谷）

123 高嶋　洸太 （埼玉県西） ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ
143 徳田　太斗 （さいたま中央）

ｺﾀﾞｲﾗ ﾐﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾀﾞｶ
124 小平　碧音 （さいたま中央） 144 中島　穂高 （神楽坂）

ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｷﾋｻ
125 八取　翔太朗 （福島県） 145 德永　宗久 （千葉海浜）

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾏｻﾔｽ
126 鈴木　琢磨 （さいたま中央） 146 佐藤　昌康 （さいたま中央）

ｳﾒｶ ﾜﾀﾙ ﾀﾅｾ ｻﾝﾀ
127 梅香　渉 （鳩ヶ谷） 147 棚瀬　燦太 （神楽坂）

ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾝ
ﾅｽ ﾀﾛｳ 148 平野　拳心 （二子玉川）

128 那須　太郎 （神楽坂） ｱﾘﾏ ｹﾝｼﾛｳ
149 有馬　拳之郎 （鳩ヶ谷）

ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾋﾃﾞ ｵｵﾎﾘ ｱﾔﾄ
129 岡本　哲英 （西新井） 150 大堀　彩人 （東京板橋）

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳｼｮｳ 本戦 延長 体重判定 再延長
130 金沢　龍翔 （西新井） １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｲﾄ 151 内藤　大耀 （長原）

131 五十嵐　唯人 （さいたま中央）
ﾆｼｳﾗ ｼﾞｵﾝ

ﾋﾗﾉ ﾚｵ 152 西浦　司音 （武州北）
132 平野　怜央 （埼玉県西） ﾏｻｷ ﾀｲﾗ

ｸﾜﾊﾗ ｲｻｲ 153 正木　泰良 （さいたま中央）
133 桑原　以彩 （蓮田） ｵｸﾄﾐ ﾕｳﾄ

154 奥冨　悠人 （武蔵中央）
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾏ ｺﾏﾂ ｼﾝﾔ

134 平野　湧真 （神楽坂） 155 小松　慎弥 （足立）

ﾖｼﾀｹ ﾋﾛｱｷ
ﾅｶﾐﾁ ｹｲｽｹ 156 吉武　弘顕 （砂町池尻）

135 仲道　啓佑 （砂町池尻）
ﾌｸｲ ﾏｻｷ

ﾏｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 157 福井　理輝 （さいたま中央）
136 眞木　琉之介 （春日部） ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ

ﾋﾗｲ ﾄｼｶｽﾞ 158 末長　耕介 （長原）
137 平井　寿和 （城東荒川） ｷﾄﾞ ﾀﾞｲｷ

159 城戸　大輝 （埼京城北）
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ

138 山崎　泰雅 （福島県） 160 中山　翔太 （さいたま見沼）
ｵｵﾀｹ ﾀｸﾐ

161 大竹　拓実 （さいたま中央）
ﾀｸﾏ ｿｳﾀ ﾊﾗｼﾞﾏ ｸｳﾀ

139 田熊　颯太 （西新井） 162 原嶋　玖羽太 （武州北）

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
163 西澤　龍之介 （川崎元住吉）

１Ｂ－３９

１Ｂ－８

１Ｂ－２５

１Ｂ－９

１Ｂ－２６

１Ｂ－３５

１Ｂ－１０

１Ｂ－１１

１Ｂ－２７

１Ｂ－３４

（4）小学１年生男子中級の部（８・７級）１９名

１Ｂ－２０

（5）小学１年生男子上級の部（６級以上）１１名

１Ｂ－４０

１Ｂ－３６

１Ｂ－３２

（8）小学２年生男子初級の部（９級以下）１３名

１Ｂ－２４

１Ｂ－７

１Ｂ－５

１Ｂ－３１

１Ｂ－１８

１Ｂ－３７

１Ｂ－２８

１Ｂ－１３

１Ｂ－１２

１Ｂ－２９

１Ｂ－３０

１Ｂ－１７

１Ｂ－１９

１Ｂ－３８

１Ｂ－４

１Ｂ－２１

１Ｂ－２２

１Ｂ－３３

１Ｂ－６

１Ｂ－２３

１Ｂ－３

１Ｂ－１４

１Ｂ－１５

１Ｂ－１６

１Ｂ－１

１Ｂ－２



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ｵｻﾞﾜ ﾄｳﾔ ﾌｸﾄﾒ ｿｳﾀ
230 小澤　燈弥 （武蔵中央） 249 福留　想大 （千葉海浜）

ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｺｳ
ｽﾔﾘ ﾐﾗ 250 前泊　煌 （川崎元住吉）

231 須鎗　海羅 （埼京城北） ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾏ
251 飯島　優真 （志木）

ｻﾀﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ
ｸﾛｻﾜ ｼｮｳﾀ 252 定野　遼介 （さいたま中央）

232 黒澤　翔太 （さいたま中央） ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
253 岩本　怜大 （蓮田）

ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾖｼ ﾉﾑﾗ ﾕｳﾄ
233 近藤　順義 （愛知三重） 254 野村　勇人 （さいたま中央）

ｲｼｲ ｼﾞｮｳﾏ
ﾀﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞﾝ 255 石井　成馬 （城南品川）

234 田盛　琉仁 （平和島） ｲｼｲ ﾘｮｳﾏ
256 石井　良磨 （さいたま中央）

ﾜﾀﾍﾞ ｶｲ ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ
235 渡部　夏偉 （さいたま見沼） 257 久保田　天成 （さいたま環状）

ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ
236 西川　大輝 （千葉東葛） 258 山口　陽都 （埼玉県西北）

ｳｴﾉ ﾑｻｼ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 259 上野　武蔵 （埼玉県西）

237 渡辺　圭二朗 （川崎元住吉） ｲｲｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ
260 飯島　隼輔 （東京板橋）

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｾｲ ﾀﾞﾃ ﾕｳｼﾞﾛｳ
238 竹内　裕晴 （愛知三重） 261 伊達　勇次郎 （春日部）

ﾆﾔﾏ ﾚｵﾝ ﾅｶﾀﾆ ﾚｲ
239 丹山　怜穏 （長原） 262 中谷　玲偉 （長原）

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ
ﾀｸﾎﾞ ﾋﾕｳ 263 安田　雄飛 （さいたま中央）

240 田久保　飛勇 （五反田） ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾄ
264 宇田川　絢也人 （東京千鳥）

ｼｶｸﾗ ﾋﾋﾞｷ ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ
241 鹿倉　響 （さいたま中央） 265 石川　大輝 （城南武蔵新城）

ﾀｶﾊｼ ｻｽｹ ｵｵｲﾜ ｴｲｽｹ
242 高橋　佐丞 （愛知三重） 266 大岩　英介 （埼玉県西）

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
ﾃﾙﾔ ｾｲﾘｭｳ 267 鈴木　創太 （千葉海浜）

243 照屋　成隆 （川崎元住吉） ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
268 戸田　龍之介 （所沢）

ｱｵｷ ｼﾝｼﾞｭ
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 269 青木　新樹 （城南品川）

244 中山　優大 （福島県） ﾏｶﾍﾞ ﾕﾀｶ
270 間壁　豊 （志木）

ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾄｲﾀﾞ ｻｰﾌ
245 遠藤　隼平 （城東荒川） 271 戸井田　珊風 （武蔵中央）

ｲｼﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ｽﾄﾞｳ  ﾀﾞｲｷ
246 石田　銀治 （西新井） 272 須藤　大希 （埼玉東）

ﾋﾛｾ ﾔﾏﾄ
ｺﾊﾀ ﾐｷ 273 廣瀬　大翔 （さいたま中央）

247 木幡　樹 （さいたま中央） ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
274 小林　蓮 （城南羽田）

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｻﾄｳ ｱﾂｷ
248 北澤　博貴 （城南羽田） 275 佐藤　敦生 （川崎元住吉）

（9）小学２年生男子中級の部（８・７級）１９名

１Ｃ－１０

１Ｃ－１１

１Ｃ－２２

（10）小学２年生男子上級の部（６級以上）２７名

１Ｃ－１９

１Ｃ－３３

１Ｃ－６

１Ｃ－１７

１Ｃ－３２

１Ｃ－１５

１Ｃ－３１

１Ｃ－１

１Ｃ－４１

１Ｃ－４４

１Ｃ－４

１Ｃ－４３

１Ｃ－３

１Ｃ－３９

１Ｃ－４０

１Ｃ－７

１Ｃ－２０

１Ｃ－８

１Ｃ－９

１Ｃ－２１

１Ｃ－３４

１Ｃ－５

１Ｃ－１８

１Ｃ－２

１Ｃ－１６

１Ｃ－２３

１Ｃ－４２

１Ｃ－３５

１Ｃ－２４

１Ｃ－３６

１Ｃ－３７

１Ｃ－３８

１Ｃ－３０

１Ｃ－１２

１Ｃ－１３

１Ｃ－１４

１Ｃ－２５

１Ｃ－２６

１Ｃ－２７

１Ｃ－２８

１Ｃ－２９



本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ
346 池田　歩生 （城南品川）

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ
347 山田　紫音 （武州北）

ﾐﾀ ｱｵｲ
348 三田　蒼依 （蓮田）

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｺﾝﾉ ﾀｶﾔ
349 紺野　天也 （城南羽田）

ﾅﾅﾐ ﾐﾘﾔ
350 名波　未利也 （さいたま中央）

ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝｺﾞ
351 長澤　憲吾 （砂町池尻）

ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳﾀ
352 荒川　稜太 （栃木茨城県）

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
353 中村　栄輝 （草加）

ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
354 小川　悠斗 （蓮田）

ﾖｺﾁ ｹｲｾｲ
355 横地　慶征 （平和島）

（11）小学２年生女子初級の部（８級以下）３名

池田　歩生 山田　紫音 三田　蒼依

１Ｄ－３ １Ｄ－２３

１Ｄ－４２

（13）小学３年生男子初級の部（８級以下）７名

１Ｄ－３８

１Ｄ－４

１Ｄ－３２

１Ｄ－３９

１Ｄ－５

１Ｄ－６

１Ｄ－３３



本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾊﾗ ﾘｷﾔ ｲﾉｺ ﾘｭｳﾏ
356 原　力哉 （川崎元住吉） 373 猪子　流摩 （長原）

ｶﾄｳ ｹｲﾀ ｱﾏﾉ ｼｵﾝ
357 加藤　圭太 （さいたま中央） 374 天野　汐音 （さいたま中央）

ｲﾏｵｶ ﾖｳｲﾁ ﾀﾅｶ  ｶｲｾｲ
358 今岡　鷹一 （千葉海浜） 375 田中　快青 （埼玉県南）

ｼﾝｼﾞｮｳ  ﾀﾂﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｵ
359 新城　達也 （埼玉県南） 376 山崎　怜將 （福島県）

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞﾝ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ
360 中島　仁 （所沢） 377 高橋　龍平 （さいたま見沼）

ﾕﾗ ｱﾝｼﾞ
ﾅｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 378 由良　安慈 （千葉海浜）

361 中田　光男 （さいたま見沼） ﾌｸﾑﾗ ﾀﾛｳ
379 福村　太郎 （足立）

ﾎｿﾀﾞ ﾐﾅﾄ ｵﾉ ﾙｲ
362 細田　南斗 （足立） 380 小野　流意 （栃木茨城県）

ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾖｳ ﾅｶｳﾁ ｼﾄﾞｳ
363 岡本　太陽 （西新井） 381 中内　士道 （二子玉川）

ｵｵﾉ ﾙｲ ﾔﾍﾞ ﾕｳｷ
364 大野　瑠以 （長原） 382 矢部　勇希 （さいたま見沼）

ﾆｼﾜｷ ｺｳｷ ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾏ
365 西脇　光輝 （千葉海浜） 383 河内　勇磨 （千葉東葛）

ﾀﾅｶ ﾕｷﾄ
366 田中　維人 （平和島） ﾀｹﾔ ﾕｳｷ

ﾏｽﾔﾏ ｼﾞｮｳ 384 竹屋　友貴 （所沢）
367 増山　丈 （さいたま見沼）

ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾀｷ ﾅｵﾔ
368 吉田　峻輔 （武蔵中央） 385 滝　直哉 （川崎元住吉）

ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ
369 松本　流依 （埼玉東） 386 清水　駿 （砂町池尻）

ﾏﾂｲ ﾚｲｼﾞ ﾊﾗ ｷﾗ
370 松井　玲士 （千葉東葛） 387 原　煌 （埼玉県西北）

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾏ
371 鈴木　尚磨 （さいたま中央） 388 早川　和真 （さいたま中央）

ｳﾁﾏ ｺｳｽｹ ｵｵﾊﾗ  ﾐｷﾋｻ
372 内間　康介 （さいたま見沼） 389 大原　幹尚 （埼玉県南）

１Ｄ－２９

１Ｄ－１８

１Ｄ－２

１Ｄ－２５

１Ｄ－３６

（14）小学３年生男子中級の部（７～５級）３４名

１Ｄ－２６

１Ｄ－２４

１Ｄ－４０

１Ｄ－７

１Ｄ－８

１Ｄ－９

１Ｄ－１０

１Ｄ－３７

１Ｄ－１５

１Ｄ－１６

１Ｄ－１７

１Ｄ－２８

１Ｄ－３４

１Ｄ－４１

１Ｄ－１

１Ｄ－１１

１Ｄ－１２

１Ｄ－１４

１Ｄ－４３

１Ｄ－１３

１Ｄ－２２

１Ｄ－１９

１Ｄ－２０

１Ｄ－２７

１Ｄ－３５

１Ｄ－３０

１Ｄ－３１

１Ｄ－２１



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｹﾙ
465 萩原　駆 （足立）

ﾀﾅｶ ﾕﾅ
458 田中　優菜 （西新井）

ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾔ
466 川上　裕也 （鳩ヶ谷） ｻｸﾗｲ ﾕﾒ

459 櫻井　ゆめ （東京板橋）
ﾀｶﾉ  ﾘｸﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｶ

467 高野　陸斗 （埼玉東） 460 滝澤　優夏 （蒲田）
ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾀｹｳﾁ ﾕｷ

468 吉村　泰晴 （さいたま中央） 461 竹内　夕葵 （蓮田）
ﾖｼｻﾞﾜ ｳﾐ

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 462 吉澤　海未 （千葉海浜）
469 内田　優斗 （城東荒川） ｻﾀｹ ﾐｭｳ

463 佐竹　実優 （城南品川）
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾊﾙ ｲﾄｳ ﾘｻ

470 田仲　知治 （長原） 464 伊藤　利紗 （二子玉川）

ｴﾋﾞﾊﾗ ｾﾅ 本戦 延長 体重判定 再延長
471 海老原　星七 （さいたま中央） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ
472 田中　泰斗 （城東荒川）

ﾋｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
473 比嘉　友太郎 （さいたま環状） ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘｺ

ﾖｺﾀ ﾘｷ 487 児玉　ゆり子 （長原）
474 横田　璃輝 （武蔵中央）

ｶﾜﾓﾄ ﾕﾒｶ
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾋﾄ 488 川本　夢華 （さいたま見沼）

475 五十嵐　理人 （さいたま中央） ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ
489 村上　葵 （さいたま中央）

ﾀｶﾉ ﾋﾅﾐ
ﾍﾞﾆﾔ ｶﾞｲ 490 高野　ひなみ （平和島）

476 紅谷　凱 （さいたま中央） ｲｸﾞﾁ ｶﾅﾒ
ﾋﾛﾀｷ ﾕｳｷ 491 井口　叶夢 （蓮田）

477 廣滝　勇希 （埼京城北） ﾀｶｼﾏ ﾕｽﾞｶ
ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ 492 高嶋　ゆずか （埼玉県西）

478 服部　拓海 （城東荒川） ﾊｯﾄﾘ ｻﾕﾘ
493 八取　さゆり （福島県）

ｵｸﾞﾏ ｿｳﾒｲ
479 小熊　宗明 （さいたま中央）

ｾｷﾈ ﾊﾙﾄ 本戦 延長 体重判定 再延長
480 関根　悠人 （武蔵中央） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾐﾄﾒ ﾏﾅﾐ
481 佐藤　海斗 （西新井） 494 見留　愛望 （さいたま中央）

ﾆｲｻﾞｶ ﾏﾘﾝ
495 新坂　真凜 （春日部）

ﾀｼﾞﾏ ｼﾂﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ
482 田島　陽月 （武蔵中央） 496 齊藤　杏香 （西新井）

ｵｶﾑﾗ ﾏﾅｶ
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 497 岡村　真那花 （埼玉県西）

483 増田　涼太 （さいたま中央） ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾑ 498 德永　遊風 （千葉海浜）

484 古谷　洋椋 （足立） ｸﾜﾊﾗ ｼﾅ
499 桑原　しな （蓮田）

ｺﾀﾞｲﾗ ｼｵﾝ ｲﾜﾀ ﾏｻｷ
485 小平　汐音 （さいたま中央） 500 岩田　真生 （栃木茨城県）

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕﾐ
501 宮崎　あゆみ （城東荒川）

ｱﾗｲ ﾘｭｳｺﾞ
486 荒井　龍吾 （城南羽田）

１Ｅ －６

１Ｅ －１

１Ｅ －２１

１Ｅ －２２

１Ｅ －２

１Ｅ －３

１Ｅ －４

１Ｅ －５

１Ｅ －２４

１Ｅ －３５

１Ｅ －３６

１Ｅ －２７

１Ｅ －２８

１Ｅ －２３

１Ｅ －２５

１Ｅ －２６

１Ｅ －１７

１Ｅ －１８

１Ｅ －１９

１Ｅ －２０

１Ｅ －３４

１Ｅ －１６

１Ｅ －１２

１Ｅ －９

（16）小学３年生女子初級の部（７級以下）７名

（17）小学３年生女子上級の部（６級以上）８名

１Ｅ －３９

１Ｅ －３１

１Ｅ －４０

１Ｅ －１０

（15）小学３年生男子上級の部（４級以上）２２名 （12）小学２年生女子上級の部（７級以上）７名

１Ｅ －３０

１Ｅ －１１

１Ｅ －３２

１Ｅ －３７

１Ｅ －２９

１Ｅ －３８

１Ｅ －７

１Ｅ －８

１Ｅ －４２

１Ｅ －１３

１Ｅ －３３

１Ｅ －４１

１Ｅ －１４

１Ｅ －１５



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｵﾁｱｲ ﾀｲｶﾞ
ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 46 落合　大河 （城南羽田）

55 田中　優冴 （鹿島田）
ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓ

47 原田　伯 （さいたま中央）
ｶﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾀｹﾀﾞﾋﾃﾞﾄﾗ

56 神田　滉介 （東川口） 48 武田　秀虎 （砂町池尻）
ｻｶｲ ﾏｲﾄ

49 酒井　舞人 （城南羽田）
ｶﾏﾀ ﾊﾔﾃ ｱﾐﾔ ｹﾝﾄ

57 鎌田　颯 （東京板橋） 50 網谷　賢人 （さいたま中央）

ﾄﾖｼﾏ ｶｲﾘ
ﾅｶﾐﾁ ﾕｳｽｹ 51 豊嶋　快梨 （栃木茨城県）

58 仲道　友佑 （砂町池尻）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
59 渡辺　悠一郎 （川崎元住吉） 本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒
ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾄ

60 五十嵐　慶翔 （西新井）
ｳﾗﾉ ﾋﾅﾀ

61 浦野　陽太 （所沢） ﾎｼﾉ ﾊﾙ
52 星野　晴 （さいたま中央）

ｱｻｲ ﾖｼｷ ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ
62 浅井　佳貴 （長原） 53 田中　駿平 （三鷹）

ｲﾉ ﾕｳｶﾞ
54 井野　友賀 （総本部）

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ
63 島田　洋樹 （さいたま中央）

ﾖｼﾓﾘ ﾕｳ 本戦 延長 体重判定 再延長
64 吉森　優 （東川口） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾅｶﾀ ｶｽﾞｼ
74 中田　和志 （砂町池尻）

ｶﾏﾀ ﾋﾋﾞｷ
65 鎌田　響 （東京板橋） ﾒｻﾞｷ ｺｳﾀ

75 目崎　航多 （埼玉県南）
ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ

66 鈴木　陸仁 （千葉海浜） 76 石原　悠真 （所沢）
ﾘｼｮｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾄ

67 利渉　申次郎 （川崎元住吉） 77 本田　奏斗 （砂町池尻）
ｲｸﾞﾁ ﾐｺﾄ

ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 78 井口　未来翔 （蓮田）
68 高木　優太 （さいたま環状）

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
79 田中　匠美 （千葉海浜）

ﾀｼﾞﾂ ﾊﾔﾄ
69 田實　隼人 （二子玉川）

ｲｼｲ ｶﾝﾀ
80 石井　幹大 （五反田）

ｵｶﾊﾞﾔｼ ｲｯｺｳ
70 岡林　一光 （埼京城北） ｼﾝﾎﾞ ｹｲﾀ

81 新保　慶太 （城東荒川）
ﾃﾗﾑﾗ ｿﾗﾄ

ｱｿｳ ﾙｲ 82 寺村　天翔 （砂町池尻）
71 麻生　瑠偉 （砂町池尻） ｸﾜﾑﾗ ﾃﾝﾒｲ

83 桑村　典明 （さいたま見沼）
ｺﾏﾐﾔ ﾋｮｳ ｻｸﾓﾄ ﾀｸﾏ

72 駒宮　飛皇 （東川口） 84 作本　琢磨 （長原）
ﾎｼﾉ ﾒﾌﾞｷ

73 星野　萌吹 （三鷹） ｷﾑﾛ ｹｲｽｹ
85 木室　佳祐 （砂町池尻）

２Ａ－７

２Ａ－８

２Ａ－２３

２Ａ－３７

２Ａ－３３

２Ａ－２７

（20）小学４年生男子中級軽量級の部（７～５級・３３kg以下）１９名

（21）小学４年生男子中級重量級の部（７～５級・３３kg超）１２名

２Ａ－２０

２Ａ－３０

２Ａ－５

２Ａ－３６

２Ａ－６

２Ａ－２１

２Ａ－２２

２Ａ－３１

２Ａ－１

２Ａ－３４

（19）小学４年生男子初級重量級の部（８級以下・３３kg超）３名

星野　晴 田中　駿平 井野　友賀

２Ａ－１７

２Ａ－３２

２Ａ－９

２Ａ－２４

２Ａ－３

２Ａ－４

２Ａ－１４

２Ａ－１３

２Ａ－１５

２Ａ－１６

２Ａ－２

（18）小学４年生男子初級軽量級の部（８級以下・３３kg以下）６名

２Ａ－２８

２Ａ－３５

２Ａ－１８

２Ａ－１９

２Ａ－２９

２Ａ－１１

２Ａ－１２

２Ａ－２５

２Ａ－２６

２Ａ－１０



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ
164 木村　遼大 （さいたま中央） ｺﾞﾄｳ ﾘﾙ

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 192 後藤　莉琉 （さいたま中央）
165 高橋　琉ノ介 （愛知三重）

ｻﾉ ﾀﾂｷ
166 佐野　立樹 （蒲田） ｺｼｶﾜ ｱﾘｻ

ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 193 越川　ありさ （神楽坂）
167 石井　凌太 （埼玉東）

ｷｵｶ ｵﾐﾄ
168 木岡　臣人 （神楽坂） ﾔﾏｼﾀ ｽﾐﾚ

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 194 山下　純怜 （さいたま中央）
169 半田　悠也 （春日部）

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂｷ
170 長谷川　充生 （鳩ヶ谷） ｶﾄｳ ﾚｲﾗ

ｵｵﾄ ﾋﾅﾀ 195 加藤　　玲来 （春日部）
171 大戸　日向 （さいたま環状）

ﾄｲﾀﾞ ｶﾘﾌﾞ
172 戸井田　海風 （武蔵中央） ﾋﾗｲ ｽｽﾞｶ

ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ 196 平井　涼日 （さいたま中央）
173 藤井　琉太 （さいたま中央）

ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸ ﾊﾗ ﾏﾘﾈ
174 関口　拓 （蓮田） 197 原　万璃寧 （城東荒川）

ｵｵﾊﾗ ﾈｵ ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ
175 大原　寧王 （足立） 198 小川　桃果 （埼玉県北）

ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｽｹ
176 大岩　龍介 （埼玉県西） ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾘ

ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 199 北村　陽花里 （草加）
177 小澤　諒恭 （東京千鳥）

ｲﾜｶﾞﾐ ｻｴ
178 岩上　冴 （春日部） ﾜﾀﾞ ｾﾅ

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶﾞ 200 和田　静奈 （さいたま中央）
179 宮澤　楓芽 （さいたま中央）

本戦 延長 体重判定 再延長
本戦 延長 体重判定 再延長 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ

180 志水　勝栄 （川崎元住吉）
ｲｹﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ

ﾏﾂｳﾗ ｼｲﾏ 201 池田　和音 （城南品川）
181 松浦　士真 （大阪南） ﾀｹｳﾁ ﾕｴ

ﾓﾘﾀ ｱｵｲ 202 竹内　悠笑 （蓮田）
182 森田　蒼生 （春日部） ｼｹﾞｲ ﾋﾅﾀ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀﾞｲ 203 重井　ひなた （千葉海浜）
183 近藤　耀大 （鹿島田） ｳﾉｾ ﾕｳﾘ

ｻﾀﾞﾉ ｹｲｽｹ 204 鵜瀬　ゆうり （平和島）
184 定野　恵介 （さいたま中央）

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ
185 田中　大翔 （西新井）

ｿﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ
186 素野　遼太郎 （蒲田）

ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ
187 鈴木　凱斗 （福島県）

ｷﾀｵｶ ｴｲｼﾝ
188 北岡　映真 （愛知三重）

ｵﾁｱｲ ﾓﾄｼ
189 落合　元志 （栃木茨城県）

ｸﾛｷ ｼﾞﾝﾄ
190 黒木　仁人 （二子玉川）

ﾀﾞﾃ ｼﾝﾀﾛｳ
191 伊達　進太郎 （春日部）

２Ｂ－１４

２Ｂ－１５

２Ｂ－１２

２Ｂ－２１

２Ｂ－２８

２Ｂ－２９

２Ｂ－１７

２Ｂ－８

２Ｂ－７

２Ｂ－３

２Ｂ－４

２Ｂ－５

２Ｂ－６

２Ｂ－９

２Ｂ－１０

２Ｂ－１９

２Ｂ－２０

２Ｂ－３１

２Ｂ－１１

２Ｂ－１８

２Ｂ－３４

２Ｂ－２６

２Ｂ－３５

２Ｂ－２７

２Ｂ－３７

２Ｂ－３０

（22）小学４年生男子上級軽量級の部（４級以上・３３kg以下）１６名

（23）小学４年生男子上級重量級の部（４級以上・３３kg超）１２名

（24）小学４年生女子軽量級の部（３３kg以下）９名

（25）小学４年生女子重量級の部（３３kg超）４名

２Ｂ－２５

２Ｂ－３２

２Ｂ－３８

２Ｂ－３３

２Ｂ－１６

２Ｂ－２２

２Ｂ－２３

２Ｂ－２４

２Ｂ－１３

２Ｂ－３６

２Ｂ－１

２Ｂ－２



本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲﾔ

297 片桐　大也 （城南羽田）

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｶﾜﾓﾄ ｺｳｾｲ
276 原田　晋之介 （千葉海浜） 298 川本　康生 （さいたま見沼）

ｱﾀﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ ｽｶﾞﾔ ﾕｳｷ
277 安達　蒼一郎 （さいたま中央） 299 菅谷　優希 （武蔵中央）

ﾀｲﾗ ﾖｼｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾖｼ
278 平　義生 （上尾） 300 近藤　晴義 （愛知三重）

ｼﾛｷ ｱｷﾄ
279 白木　明斗 （さいたま中央） ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ

ｼﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 301 八取　龍太郎 （福島県）
280 嶋田　尚行 （武州北）

ﾀｲﾗ ﾀｶﾋﾛ ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ
281 多比羅　堅大 （さいたま中央） 302 須藤　大夢 （栃木茨城県）

ﾇﾏﾀ ﾅｵｷ
303 沼田　直輝 （さいたま中央）

本戦 延長 体重判定 再延長 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 304 竹内　大貴 （愛知三重）

ﾁｶｳﾁ ﾕｳﾄ ｼﾉﾂﾞｶ  ｼｮｳｺﾞ
282 近内　優音 （城南武蔵新城） 305 篠塚　省吾 （埼玉県南）

ﾎﾔﾉ ﾘｮｳ ﾐﾊﾗ ｹﾞﾝｷ
283 保屋野　涼 （さいたま中央） 306 三原　元希 （東川口）

ﾌｶｲ ｼｭｳｼﾞ
284 深井　柊治 （武蔵中央）

ﾊﾔｶﾜ ﾀｲｶﾞ 本戦 延長 体重判定 再延長
285 早川　大雅 （さいたま中央） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｶｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
286 加々美　和喜 （足立） ﾏｽﾉ ﾋﾛｷ

ﾀｶｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 307 増野　宏希 （埼玉県西）
287 高嶋　健太郎 （栃木茨城県）

ｶｻｲ ﾕｳｷ ｻｶｷﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
288 葛西　勇輝 （長原） 308 榊田　憲司 （さいたま中央）

ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ ｻｻｷ ﾘｮｳ
289 横田　蛍佑 （鳩ヶ谷） 309 佐々木　遼 （川崎元住吉）

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ
290 松本　陸 （埼玉東） 310 長野　宙 （西新井）

ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｽｹ ｲﾏｲ ﾕｳｷ
291 村上　耀祐 （さいたま中央） 311 今井　祐輝 （埼京城北）

ﾂﾁｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
292 土澤　優真 （栃木茨城県） ﾅﾙｾ ｺｳﾒｲ

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾀ 312 成瀬　孔明 （さいたま中央）
293 永野　聖太 （さいたま中央）

ｼｶﾞ ﾐﾛｸ
294 志賀　未禄 （砂町池尻） ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ

ﾅﾄﾘ ﾀｸﾏ 313 渡辺　魁斗 （さいたま中央）
295 名取　拓真 （さいたま中央）

ｺｼﾞﾏ  ｿﾗ ﾋﾗﾉ ｸｳｶﾞ
296 小島　大空 （埼玉県南） 314 平野　空雅 （埼玉県西）

ﾋｲｽﾞﾐ ﾚﾝ
315 樋泉　蓮 （足立）

ｾｲﾄｳ ｺｳﾀ
316 清藤　公太 （鳩ヶ谷）

ﾊｸﾞﾛ ｼﾞﾑ
317 羽黒　慈夢 （さいたま中央）

ﾐｽﾞﾉ ｶｹﾙ
318 水野　駆 （蓮田）

（26/27）小学５年生男子初級の部（８級以下）６名

２Ｃ－３６

２Ｃ－３７

２Ｃ－２８

２Ｃ－２９

２Ｃ－１４

２Ｃ－１５

（28）小学５年生男子中級軽量級の部（７～４級・３５kg以下）１５名

２Ｃ－１６

２Ｃ－３０

２Ｃ－１

２Ｃ－３８

２Ｃ－２

２Ｃ－１７

２Ｃ－３

２Ｃ－４

２Ｃ－１８

（30）小学５年生男子上級軽量級の部（３級以上・３５kg以下）１２名

２Ｃ－２４

２Ｃ－３４

２Ｃ－１０

２Ｃ－４０

２Ｃ－３１

２Ｃ－５

２Ｃ－６

２Ｃ－１９

２Ｃ－７

（29）小学５年生男子中級重量級の部（７～４級・３５kg超）１０名

２Ｃ－２０

２Ｃ－３２

２Ｃ－３９

２Ｃ－８

２Ｃ－２１

２Ｃ－２２

２Ｃ－３３

２Ｃ－９

２Ｃ－２３

２Ｃ－１１

２Ｃ－２５

２Ｃ－２６

２Ｃ－３５

２Ｃ－１２

２Ｃ－１３

２Ｃ－２７



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ
390 宮﨑　耕一朗 （城東荒川） ｺﾊﾀ ﾋｶﾙ

412 木幡　ヒカル （さいたま中央）
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

391 中川　祐貴 （草加） ﾀｹﾔ ｱｷﾉ
ｲｼｲ ﾀｸﾐ 413 竹屋　璃乃 （所沢）

392 石井　匠 （埼玉県西） ﾊﾗ ｱｲｶ
ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾐ 414 原　愛香 （川崎元住吉）

393 藤川　匠 （さいたま環状） ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 415 高橋　美波 （蓮田）

394 中山　博文 （城東湾岸） ﾌｼﾞﾀ ﾉﾝ
ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 416 藤田　暢 （栃木茨城県）

395 清水　強 （砂町池尻）
ｳｴﾉ ﾘｭｳｷ ｵｵｿﾈ ﾁｶ

396 上野　竜輝 （埼玉県西） 417 大曽根　千翔 （川崎元住吉）
ﾄｷ ﾘｭｳﾔ

397 土岐　立哉 （城東荒川）
ﾌﾙﾔ ﾅｸﾞﾑ 本戦 延長 体重判定 再延長

398 古谷　凪椋 （足立） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒
ﾅﾝｼﾞｮｳ ｾﾅ

399 南城　聖那 （埼玉県西）
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ

400 田中　颯 （西新井） ｲﾉ ﾀｲｶﾞ
ｲﾉｺ ｹﾝﾄ 422 井野　太賀 （総本部）

401 猪子　健斗 （長原）
ｽｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

402 菅澤　和樹 （埼玉県西） ｱﾐﾔ ｺｳﾀ
ﾌｼﾞｲ ﾋﾛ 423 網谷　航汰 （さいたま中央）

403 藤井　尋 （川崎元住吉）
ﾔﾏﾉﾍﾞ ｱﾗｼ ｲｼﾜﾀ ｲｵﾝ

404 山野邉　嵐 （福島県） 424 石綿　依音 （さいたま見沼）
ﾁﾊﾞ ｼｭｳﾄ

425 千葉　修斗 （川崎元住吉）
本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 ｸｻﾏ ｶｲｼｭｳ
426 草間　海洲 （埼玉県西）

ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 本戦 延長 体重判定 再延長
405 五十嵐　涼 （西新井） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ
406 鈴木　胡桃 （砂町池尻）

ｶﾈｺ ﾘｻ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ
407 金子　理沙 （さいたま中央） 427 菅原　優雅 （さいたま環状）

ｳﾒｶ ﾐﾎ
408 梅香　美帆 （鳩ヶ谷） ﾏﾂｻﾞｶ ｶｽﾞﾏ

ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾞﾐ 428 松坂　和真 （さいたま中央）
409 小川　あづみ （さいたま中央） ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ

ｻｶﾉ ﾅﾅｶ 429 鈴木　彪雅 （埼京城北）
410 坂野　奈々香 （所沢） ﾐﾀ ｶｲﾄ

ﾁｶｳﾁ ｼｵﾝ 430 三田　海翔 （蓮田）
411 近内　詩音 （城南武蔵新城） ｺｼﾞﾏ ﾄｳｼﾝ

431 小島　遥神 （さいたま見沼）

本戦 延長 体重判定 再延長 ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 432 笹川　和暉 （さいたま中央）

ｺｲｹ ｷｵﾝ
418 小池　喜音 （西新井）

ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ
419 大澤　唯雅 （さいたま中央）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔｾ
420 山口　颯聖 （千葉海浜）

ｲﾁﾉｶﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
421 市野川　翔大 （武蔵中央）

２Ｄ－１６

２Ｄ－１７

２Ｄ－１８

２Ｄ－１９

２Ｄ－１

２Ｄ－２

２Ｄ－７

２Ｄ－３

２Ｄ－４

２Ｄ－５

２Ｄ－２０

２Ｄ－３３

２Ｄ－２１

２Ｄ－６

２Ｄ－８

２Ｄ－９

２Ｄ－２３

２Ｄ－１０

２Ｄ－４１

２Ｄ－２９

２Ｄ－２２

２Ｄ－３５

２Ｄ－３２

２Ｄ－１５

２Ｄ－３４

２Ｄ－２４

２Ｄ－３７

２Ｄ－２６

２Ｄ－３８

２Ｄ－１３

２Ｄ－２７

（31）小学５年生男子上級重量級の部（３級以上・３５kg超）１５名

（32）小学５年生女子軽量級の部（３５kg以下）７名

（34/35）小学６年生男子初級の部（８級以下）４名

（36）小学６年生男子中級軽量級の部（７～４級・４０kg以下）５名

（37）小学６年生男子中級重量級の部（７～４級・４０kg超）６名

（33）小学５年生女子重量級の部（３５kg超）６名

２Ｄ－３９

２Ｄ－２８

２Ｄ－４０

２Ｄ－１４

２Ｄ－３０

２Ｄ－３１

２Ｄ－３６

２Ｄ－１１

２Ｄ－１２

２Ｄ－２５



本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｻｶｲ ﾅﾂｷ 本戦 延長 体重判定 再延長
502 坂井　夏稀 （砂町池尻） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾐﾔｹ ｼｭﾝﾔ
503 三宅　駿矢 （さいたま中央） ｶﾐｼﾞﾏ ﾁﾊﾅ

ｾｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ 531 上島　千英 （さいたま中央）
504 関口　遼 （埼京城北）

ｼﾏﾂﾞ ﾊﾔﾄ
505 嶋津　颯斗 （鹿島田） ｵｻﾞﾜ ﾚｲﾅ

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ 532 小沢　麗奈 （埼玉県西）
506 清水　勇吾 （さいたま中央）

ｽｶﾞﾉ ｼｭﾝ
507 菅野　駿 （鳩ヶ谷） ｵﾁｱｲ ﾋﾅｺ

ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 533 落合　妃奈子 （春日部）
508 岡村　拳汰 （埼玉県西）

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｽｹ
509 吉村　幸輔 （さいたま中央） ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ

ﾎﾘｴ ｿﾗ 534 櫻井　ひかる （東京板橋）
510 堀江　空 （さいたま中央）

ｺｸﾞﾏｻｶ ﾘｮｳ
511 小熊坂　瞭 （鳩ヶ谷） ｲﾁｶﾜ ﾄﾜ

ｾｷﾈ ﾕｳｷ 535 市川　音和 （さいたま中央）
512 関根　有希 （武蔵中央）

ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾂｷ
513 植田　龍之介 （和歌山県） 536 飯島　充稀 （志木）

ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ
514 吉田　吏来 （砂町池尻） 537 坂東　春佳 （武蔵中央）

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾀ
515 北村　陽太 （草加） ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾞﾋﾞｱﾝ

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 538 熊谷　美々杏 （福島県）
516 池田　智貴 （さいたま環状）

ﾅｶﾞﾀﾆ ﾌﾐﾔ
517 長谷　史也 （さいたま中央） ﾏｽﾀﾞ ﾏﾕ

539 増田　麻友 （さいたま中央）

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 ２Ｅ －１６

ﾀﾔ ﾄｼﾔ は無し

518 田谷　利家 （さいたま中央）

ｱﾘﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
519 有馬　竜之介 （鳩ヶ谷） 本戦 延長 体重判定 再延長

ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒
520 松本　征也 （五反田）

ｻﾄｳ ﾀｲｷ
521 佐藤　太貴 （川崎元住吉）

ｵﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ﾆｼﾍﾞｯﾄｳ ﾏﾘｱ
522 小畑　直樹 （武蔵中央） 540 西別当　麻理亜 （砂町池尻）

ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 541 高橋　花音 （川崎元住吉）

523 利根川　竜彦 （愛知三重） ｺﾞﾄｳ ﾋｼﾞﾘ
542 後藤　聖 （西新井）

ｿﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ
524 素野　翔太郎 （蒲田）

ﾖｼｻﾞﾜ ｿﾗ
525 吉澤　大空 （千葉海浜）

ｲｼ ﾃﾝﾏ
526 石井　天馬 （城南品川）

ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞﾝ
527 石橋　臣 （京都）

ﾓﾘ ﾀｸﾏ
528 森　巧真 （蓮田）

ｲｼｶﾜ ﾃﾙ
529 石川　輝 （埼玉東）

ﾄﾖｼﾏ ﾚｵﾝ
530 豊島　怜勇 （福島県）

（38）小学６年生男子上級軽量級の部（３級以上・４０kg以下）１６名

２Ｅ －９

２Ｅ －３７

２Ｅ －３０

２Ｅ －３１

２Ｅ －２０

２Ｅ －２１

２Ｅ －８

２Ｅ －４

２Ｅ －５

２Ｅ －６

２Ｅ －７

２Ｅ －２

２Ｅ －３

２Ｅ －１８

２Ｅ －１９

２Ｅ －１ ２Ｅ －１７

２Ｅ －３６

（40）小学６年生女子軽量級の部（４０kg以下）１０名

２Ｅ －２６

２Ｅ －３４

２Ｅ －３９

２Ｅ －２７

２Ｅ －２８

（41）小学６年生女子重量級の部（４０kg超）３名

西別当　麻理亜 高橋　花音 後藤　聖

２Ｅ －３５

２Ｅ －１５

２Ｅ －２９

２Ｅ －１４

２Ｅ －２５

２Ｅ －３３

（39）小学６年生男子上級重量級の部（３級以上・４０kg超）１３名

２Ｅ －２２

２Ｅ －３２

２Ｅ －１０

２Ｅ －３８

２Ｅ －１１

２Ｅ －２３

２Ｅ －１２

２Ｅ －２４

２Ｅ －１３



本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

本戦 延長 再延長 体重判定
３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾐﾂ
86 高嶋　成光 （埼玉県西）

ﾄｷﾀ ｹﾞﾝｷ
103 時田　元樹 （埼京城北）

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｽｲ ｿｳｲﾁﾛｳ
87 中村　兼太郎 （城南品川） 104 臼井　創一郎 （大阪南）

ｺｳｻｶ ﾘｮｳ
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 105 高坂　遼 （所沢）

88 中村　健人 （埼玉県西） ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳ
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 106 萩原　翔 （川崎元住吉）

89 嶋田　和成 （埼玉県北）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ
90 山本　崇義 （平和島）

本戦 延長 再延長 体重判定
３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

ﾋﾗ ｺﾞｳｽｹ
91 比良　豪介 （川崎元住吉） ｲｼｳﾁ ﾉﾌﾞｵ

ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 107 石内　伸雄 （久喜）
92 泉　祥太 （東京板橋） ｻﾀｹ ﾔｽﾉﾘ

108 佐竹　泰典 （二子玉川）
ｶﾜﾉ ｷﾐﾋｺ

109 河野　公彦 （五反田）
ﾕｻ ﾘｭｳｽｹ

110 遊佐　隆介 （川崎元住吉）

本戦
93 ﾄﾞ･ｷﾔｯｸ ﾌｨﾘｯﾌﾟ （二子玉川） ３分

高校生６０㎏以下

ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾃﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
94 佐藤　武英 （埼京城北） 111 渡邊　健斗 （蒲田）

ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ ３Ａ－１５

ｵﾁｱｲ ｺｳｿﾞｳ 112 河内　勇樹 （千葉東葛）
95 落合　幸三 （栃木茨城県）

ｻﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ
96 猿谷　健太郎 （五反田） 高校生７２㎏以下

ﾐｷﾞﾉ ﾕｳﾀﾞｲ
ﾊﾗﾀ ﾞﾋﾛｱｷ 本戦 延長 体重判定 再延長 体重判定 113 右野　雄大 （京都）

97 原田　博彰 （福島県） ２分 ２分 ３ｋｇ ２分 ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ３Ａ－１６

（準決勝以降） ３分 ２分 ２分 ３ｋｇ 114 金田　凌弥 （山陰）

一般６５㎏以下

ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ
115 高橋　光一 （さいたま中央）

ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾔ ｳｴﾀﾞ ｶｸ ３Ａ－１７

98 山川　卓矢 （城南品川） 116 上田　格 （蓮田）

一般６５㎏以下

ｶﾜﾉ ｻﾄｼ ﾋﾗﾉ ﾕｷﾋｺ
99 河野　哲史 （蒲田） 117 平野　幸彦 （二子玉川）

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｼﾞ ３Ａ－１８

ﾂﾙｶﾞｻｷ ﾃﾂﾕｷ 118 小泉　亮治 （さいたま中央）
100 鶴ヶ埼　哲之 （砂町池尻）

ﾊﾞﾊﾞ ｷｲﾁ 一般７２㎏以下

101 馬場　喜一 （西新井） ﾐﾔｹ ﾏｻﾅｶﾞ
119 三宅　和祥 （さいたま中央）

ｲｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ 本戦 延長 体重判定 再延長 体重判定 ｼﾓﾀﾋﾞﾗ ﾕｳｷ ３Ａ－１９

102 飯泉　礼正 （神楽坂） ２分 ２分 ３ｋｇ ２分 120 下田平　悠希 （さいたま中央）
（準決勝以降） ３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

真剣勝負ルール

（69）一般中級重量級の部（６～３級70kg超）（５名）

３Ａ－２８

３Ａ－１２

３Ａ－２９

３Ａ－３

３Ａ－１３

３Ａ－１０

３Ａ－２７

３Ａ－２

（70）一般上級軽量級の部（２級以上75kg以下）（４名）

３Ａ－２０

３Ａ－４

３Ａ－２１

３Ａ－５

（71）一般上級重量級の部（２級以上75kg超）（４名）

３Ａ－２２

３Ａ－６

３Ａ－２３

３Ａ－７

（66）一般初級軽量級の部（７級以下70kg以下）（５名）

３Ａ－１１

３Ａ－１４

（68）一般中級軽量級の部（６～３級70kg以下）（５名）

３Ａ－２６

（67）一般初級重量級の部（７級以下70kg超）（２名）

３Ａ－２４

３Ａ－２５

３Ａ－８

３Ａ－９

３Ａ－１



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 ２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ｵｵｲﾜ ﾓﾓｺ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
205 大岩　桃子 （埼玉県西） 220 藤原　愛 （埼玉県西）

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
206 永山　響 （福島県）

ﾔﾏﾉﾍ ﾞﾅｷﾞｻ ｼｵｻｷ ｱｲｺ
207 山野邉　凪沙 （福島県） 221 塩崎　愛子 （蒲田道場）

ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙﾋ
222 片桐　はるひ （城南羽田）

ｵｲｶﾜ ﾅｵﾐ
本戦 延長 体重判定 再延長 223 及川　奈緒美 （東京千鳥）

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷ

224 内山　未来 （埼玉東）

ｻｶｷﾀﾞ ｱﾔｺ
208 榊田　彩子 （さいたま中央）

ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾊ 本戦 延長 体重判定 再延長
209 清水　結葉 （川崎元住吉） ２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ｻﾄｳ ｶﾉ ﾏｽﾅｶﾞ ﾐｷ
210 佐藤　花乃 （福島県） 225 増永　美希 （砂町池尻）

ｸﾘﾊﾗ ﾓｴ ﾆｲﾔﾏ ﾋﾄﾐ
211 栗原　萌 （埼玉県西） 226 新山　瞳美 （城南羽田）

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
212 田中　澪妃 （志木）

ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ
213 小川　美奈 （さいたま中央）

ﾀｶﾉ ﾐﾎ 本戦 延長 体重判定 再延長
214 高野　美帆 （鳩ヶ谷） ２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ｴﾉｷ ﾐｴｺ
227 榎木　三枝子 （愛知三重）

本戦 延長 体重判定 再延長 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 228 長谷川　知子 （総本部）

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾕｺ ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ
215 遠藤　摩夕子 （福島県） 229 鈴木　忍 （福島県）

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｶ
216 鈴木　涼花 （福島県）

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘｶ
217 山下　百合香 （東川口）

ﾅｶﾞﾔﾏ ｷｮｳｶ
218 永山　京華 （福島県）

ｱﾍﾞ  ﾅｷﾞｻ
219 阿部　凪紗 （福島県）

３Ｂ－７ ３Ｂ－１４

（55）女子Ｂの部（18才以上サポーター有）（５名）

３Ｂ－２１

３Ｂ－１２

３Ｂ－２２

３Ｂ－６

３Ｂ－１３

（56）女子Ａの部（18才以上サポーター無）（２名）

３Ｂ－１６

（57）女子Ｓの部（36才以上サポーター有）（３名）

３Ｂ－２３

榎木　三枝子 長谷川　知子 鈴木　忍

３Ｂ－５ ３Ｂ－１１

３Ｂ－２０

阿部　凪紗

（47）中学２年生女子の部（７名）

３Ｂ－１８

３Ｂ－９

３Ｂ－１９

３Ｂ－２

３Ｂ－３

３Ｂ－１０

３Ｂ－４

（50）中学３年生女子の部（２名）

３Ｂ－１５

（54）高校生女子上級の部（４級以上）３名

山下　百合香 永山　京華

（44）中学１年生女子の部３名

大岩　桃子 永山　響 山野邉　凪沙

３Ｂ－１ ３Ｂ－８

３Ｂ－１７



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾊﾗ ﾘｸﾄ
ﾐﾔｹ ﾀｶﾔ 334 原　陸翔 （川崎元住吉）

319 三宅　鷹矢 （さいたま中央） ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ
335 阿部　宇紘 （福島県）

ﾋﾀﾞｶ ｼｭｳﾄ ｽｷﾞｵｶ ｼｮｳｷ
320 比多賀　修斗 （川崎元住吉） 336 杉岡　翔貴 （埼京城北）

ﾀｼﾞﾏ ｱｷﾄ ｵﾁｱｲ ﾘｭｳｾｲ
321 田島　陽斗 （武蔵中央） 337 落合　琉星 （城南羽田）

ﾀｶｾ ｺｳﾀ ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳ
322 高瀬　広太 （蒲田） 338 片山　僚 （鹿島田）

ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｼﾛｳ
323 増田　春樹 （さいたま中央） 339 山下　龍志朗 （東川口）

ｵｵﾂｷ ｱｽｶ ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾀ
324 大槻　飛鳥 （愛知三重） 340 藤島　創太 （武蔵中央）

ｲﾉｺ ﾀｹﾙ ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ
325 猪子　健流 （長原） 341 櫻井　皓太 （東京板橋）

ﾊｸﾞﾛ ﾄﾑ
326 羽黒　登夢 （さいたま中央）

ﾖｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ
327 吉田　勇輔 （埼玉東）

ﾋﾙﾏ ﾕｳ 本戦 延長 体重判定 再延長
328 比留間　悠 （所沢） １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｷｸﾞﾁ ｼﾞｮｳ
329 木口　丞 （さいたま中央）

ｻﾄｳ ｺｳｷ
330 佐藤　光竜 （川崎元住吉） ｲｼﾜﾀ ﾅｵﾋﾛ

ﾌｶｲ ﾀｸﾐ 342 石綿　尚大 （さいたま見沼）
331 深井　拓実 （武蔵中央） ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

ｺﾞﾄｳ ﾙｱ 343 小林　将貴 （埼玉県西）
332 後藤　瑠海 （さいたま中央） ｲｼﾜﾀ ｼｮｳ

ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 344 石綿　翔 （さいたま見沼）
333 佐藤　賢介 （総本部） ｶﾈｺ ﾀﾂﾋｺ

345 金子　達彦 （さいたま中央）

（43）中学１年生男子重量級の部（45kg超）８名

３Ｃ－８

３Ｃ－１８

３Ｃ－２４

３Ｃ－９

３Ｃ－１０

３Ｃ－１９

３Ｃ－１１

３Ｃ－１３

３Ｃ－１４

３Ｃ－２１

（48）中学３年生男子軽量級の部（55kg以下）（４名）

３Ｃ－２２

３Ｃ－１６

３Ｃ－２３

３Ｃ－１７

３Ｃ－１２

３Ｃ－１

３Ｃ－２

（42）中学１年生男子軽量級の部（45kg以下）１５名

３Ｃ－７

３Ｃ－３

３Ｃ－４

３Ｃ－５

３Ｃ－６

３Ｃ－２５

３Ｃ－２０

３Ｃ－１５



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾉﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾉﾓﾄ ﾀｸﾏ
433 野本　翔大 （さいたま中央） 443 野本　拓摩 （さいたま中央）

ｻｶｲ ﾕｳﾔ ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄ
434 坂井　優也 （城南羽田） 444 岡田　将知 （久喜）

ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ
435 川本　直弥 （さいたま見沼） ｶﾏﾀ ﾖｳﾍｲ

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 445 鎌田　洋平 （砂町池尻）
436 吉田　凌 （砂町池尻）

ﾘｼｮｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｶｼﾑﾗ ﾀｸﾐ
437 利渉　裕次郎 （川崎元住吉） 446 鹿志村　匠 （栃木茨城県）

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ ｴﾉｷ ﾂｶｻ
438 橋本　裕也 （総本部） 447 榎木　司 （愛知三重） 　

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ｷﾀﾉ ﾘｮｳｲﾁ
439 武田　龍士 （城南羽田） 448 北野　遼一 （さいたま中央）

ｲｹﾀﾞ ｱﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
440 池田　敦貴 （さいたま環状） 449 山田　開都 （武州北）

ｺﾏﾐﾔ ﾀｽｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
441 駒宮　奨 （東川口） 450 小林　蓮 （栃木茨城県）

ｻﾀﾞﾉ ｺｳｽｹ ﾐﾅﾐ ｼｭｳﾄ
442 定野　耕介 （さいたま中央） 451 南　愁斗 （川崎元住吉）

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｼﾌﾞﾔ ﾚﾝ
452 渋谷　怜 （川崎元住吉）

ｺﾔﾏ ﾂｶｻ
453 小山　司 （春日部）

ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ
454 田中　悠磨 （志木）

ｵｵｴ ｺﾀﾛｳ
455 大江　虎太郎 （上尾）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ
456 渡邊　啓五 （蒲田）

ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾐ
457 稲場　拓未 （総本部）

（49）中学３年生男子重量級の部（55kg超）（６名）

３Ｄ－２０

３Ｄ－１４

３Ｄ－２１

３Ｄ－４

３Ｄ－５

３Ｄ－１５

（46）中学２年生男子重量級の部（50kg超）９名

３Ｄ－１０

３Ｄ－１８

３Ｄ－２３

３Ｄ－１１

３Ｄ－１２

３Ｄ－１９

３Ｄ－３

３Ｄ－１３

（45）中学２年生男子軽量級の部（50kg以下）１０名

３Ｄ－６

３Ｄ－２２

３Ｄ－１６

３Ｄ－１７

３Ｄ－７

３Ｄ－８

３Ｄ－９

３Ｄ－１

３Ｄ－２



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ５ｋｇ ２分 １分３０秒 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒

ｸﾗﾊｼ ﾖﾘﾁｶ
557 倉橋　資知　 （二子玉川）

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
543 徳永　稜也 （城南品川） 558 東　潤一郎 （愛知三重）

ｲｼﾔﾏ ｱﾀｶ ﾎｼﾉ ｹｲｼﾞ
544 石山　暖 （千葉海浜） 559 星野　圭司 （さいたま環状）

ﾏﾂｵｶ ｶｲ ｲﾘｻﾜ ｼｹﾞﾙ
545 松岡　海 （蒲田） 560 入沢　茂 （川崎元住吉）

ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ ﾀｼﾛ  ﾄﾓﾋｺ
546 藤井　達也 （京都） 561 田代　友彦 （愛知三重）

ﾀﾅｶ ｺｳ ﾖｺｻｶ ﾂﾖｼ
547 田中　滉 （城南品川） 562 横坂　剛 （川崎元住吉）

ｲﾏﾀﾆ ｳｲ ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ
548 今谷　有生 （城東荒川） 563 小川　将人 （埼玉県北）

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｸﾆﾀﾏ ﾄﾐｼﾞ
549 鈴木　彰太 （蒲田） 564 國玉　富治 （福島県）

ﾔｷﾀ ﾕｳｼﾞ
550 焼田　祐史 （鳩ヶ谷）

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ５ｋｇ １分

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒

ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾀｶ
551 五十嵐　清貴 （さいたま中央） ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ

ｲﾏﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 565 高橋　庸介 （埼玉県南）
552 今西　正憲 （埼玉県北）

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄﾓ
566 三浦　正智 （砂町池尻）

本戦 延長 体重判定 再延長 ﾄﾞｳｸﾞﾁ ﾔｽｷ
１分３０秒 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒 567 道口　泰己 （所沢）

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞｵ
568 柳原　しげお （神楽坂）

ﾀｹﾏ ﾅﾙﾄｼ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
553 竹真　也敏 （所沢） 569 増田　廣生 （総本部）

ｿﾉﾍﾞ ﾀｶﾕｷ
554 園部　隆行 （上尾）

ｶﾅｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ
555 金久保　英俊 （鳩ヶ谷）

ｸﾗﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ
556 倉橋　寛和 （二子玉川）

３Ｅ －１７

３Ｅ －１０

３Ｅ －２０

３Ｅ －１１

（61）壮年41才以上45才以下上級の部（４級以上）（８名）

３Ｅ －５

３Ｅ －１４

３Ｅ －２２

３Ｅ －６

３Ｅ －７

３Ｅ －１５

３Ｅ －８

（63）壮年46才以上50才以下上級の部（４級以上）（５名）

３Ｅ －２３

３Ｅ －１６

３Ｅ －２４

３Ｅ －９

３Ｅ －１９

（52）高校生男子上級の部（４級以上）（８名）

３Ｅ －２１

３Ｅ －１２

３Ｅ －１３

３Ｅ －１

３Ｅ －２

３Ｅ －３

３Ｅ －４

（59）壮年36才以上40才以下上級の部（４級以上）（２名）

３Ｅ －１８

（60）壮年41才以上45才以下初級の部（５級以下）（４名）


