
クラス コート 人数 クラス コート 人数
（1）幼年年中以下の部（園児年中以下） Ｂ 15 （42）中学１年生男子軽量級の部（45kg以下） Ａ 7
（2）幼年年長の部（園児年長） Ａ 24 （43）中学１年生男子重量級の部（45kg超） Ａ 5
（3）小学１年生男子初級の部（９級以下） メイン 26 （44）中学１年生女子の部 Ｃ 3
（4）小学１年生男子中級の部（８・７級） メイン 7 （45）中学２・３年生男子軽量級の部（50kg以下） Ａ 7
（5）小学１年生男子上級の部（６級以上） Ｃ 4 （46）中学２年生男子重量級の部（50kg超） Ａ 5
（6）小学１年生女子初級の部（８級以下） Ｃ 3 （47）中学２年生女子の部 Ｃ 3
（7）小学１年生女子上級の部（７級以上） Ｃ 4 （49）中学３年生男子重量級の部（55kg超） Ａ 2
（8）小学２年生男子初級の部（９級以下） Ｂ 15 （51）高校生男子初級の部（５級以下） Ｃ 3
（9）小学２年生男子中級の部（８・７級） メイン 15 （52）高校生男子上級の部（４級以上） Ｃ 8
（10）小学２年生男子上級の部（６級以上） Ｃ 14 （53）高校生女子の部 Ｃ 2
（11）小学２年生女子初級の部（８級以下） Ｃ 3 （57）女子上級の部（３級以上） Ｃ 5
（12）小学２年生女子上級の部（７級以上） Ｃ 5 （58）壮年36才以上40才以下初級の部（５級以下） Ｂ 5
（13）小学３年生男子初級の部（８級以下） Ａ 16 （60）壮年41才以上45才以下初級の部（５級以下） Ｂ 3
（14）小学３年生男子中級の部（７～５級） Ｂ 17 （61）壮年41才以上45才以下上級の部（４級以上） Ｂ 8
（15）小学３年生男子上級の部（４級以上） Ｃ 13 （62）壮年46才以上50才以下初級の部（５級以下） Ｂ 4
（16）小学３年生女子初級の部（７級以下） Ａ 7 （63）壮年46才以上50才以下上級の部（４級以上） Ｂ 3
（17）小学３年生女子上級の部（６級以上） Ｃ 3 191 １部合計 （66）一般初級軽量級の部（７級以下70kg以下） メイン 9

（67）一般初級重量級の部（７級以下70kg超） メイン 3
（68）一般中級軽量級の部（６級以上70kg以下） メイン 3
（69）一般中級重量級の部（６級以上70kg超） メイン 4

クラス コート 人数 （70）一般上級軽量級の部（２級以上75kg以下） メイン 4
（18）小学４年生男子初級軽量級の部（８級以下・３３kg以下） Ａ 5 （71）一般上級重量級の部（２級以上75kg超） メイン 5 101 ３部合計
（19）小学４年生男子初級重量級の部（８級以下・３３kg超） Ａ 4
（20）小学４年生男子中級軽量級の部（７～５級・３３kg以下） メイン 20
（21）小学４年生男子中級重量級の部（７～５級・３３kg超） Ｃ 6
（22）小学４年生男子上級軽量級の部（４級以上・３３kg以下） Ａ 6
（23）小学４年生男子上級重量級の部（４級以上・３３kg超） Ｂ 7
（24）小学４年生女子初級の部（７級以下） Ｂ 8
（25）小学４年生女子上級の部（６級以上） Ｃ 4
（26）小学５年生男子初級の部（８級以下） Ａ 5
（28）小学５年生男子中級軽量級の部（７～４級・３５kg以下） Ａ 12
（29）小学５年生男子中級重量級の部（７～４級・３５kg超） Ｂ 11
（30）小学５年生男子上級軽量級の部（３級以上・３５kg以下） メイン 9
（31）小学５年生男子上級重量級の部（３級以上・３５kg超） メイン 9
（32）小学５年生女子初級の部（６級以下） Ｃ 4
（33）小学５年生女子上級の部（５級以上） Ｃ 2
（34）小学６年生男子初級の部（８級以下） Ｃ 3
（36）小学６年生中級軽量級の部（７～４級・４０kg以下） Ｃ 10
（37）小学６年生男子中級重量級の部（７～４級・４０kg超） Ｃ 3
（38）小学６年生男子上級軽量級の部（３級以上・４０kg以下） Ｂ 12
（39）小学６年生男子上級重量級の部（３級以上・４０超） Ａ 6
（41）小学６年生女子上級の部（５級以上） Ｃ 9 155 ２部合計
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第１部　幼年～小学３年生
→ 　９時３０分　受付開始（各コート）　　１０時開会式

第２部　小学４～６年生
→ １２時３０分　受付開始（２Ｆ展示室）　　１３時開会式

第３部　中学生以上～大人
→ １４時３０分　受付開始（２Ｆ展示室）　　１５時開会式
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★着用するもの 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

※ヘッドギアは大会本部で準備します。その他のサポーター類は各自で準備して下さい。 
小学生及び中高生女子選手のチェストサポーターはカップのついたものか、 

男子と同じタイプいずれかを着用。一般女子はカップのついた物を着用。 
 
 

 

○ 着用する 

△ 任意で着用 
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幼年～４年生 ○（面有り）  ○ ○ ○  ○ △ 

５年生～中学生 ○（面有り）  ○ ○ ○ ○ ○ △ 

高校生 ○（面無し） ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

女子（高校・Ａ・Ｂ） ○（面有り） ○ × ○ ○ ○ × △ 

女子（上級） × ○ × ○ ○ ○ × △ 

壮年部／一般初級 ○（面無し） ○ × ○ ○  ○ △ 

一般中級 × ○ × ○ ○  ○ △ 

一般上級 × × × × ×  ○ △ 

★ゼッケンについて 

試合が終了した選手は、必ず試合場コートのゼッケン回収箱に返却をして下さい。 
紛失や返却無き場合は、弁償となりますのでご注意願います。 

 
★その他 
※７名以下のクラスは３位決定戦を行い３名の表彰、３名以下のクラスは優勝者のみの表彰となります。 

※試合場（アリーナ内）でのご観戦は出来ません。２階観覧席からご覧になって下さい。 
※対戦相手を威嚇するような発言や態度等、下品な応援は絶対に止めて下さい。 

※サポーター類の細工や虚偽の申請が発覚したら、入賞した場合でも取り消しにします。 
※試合会場アリーナ内は土足厳禁です。 
※申込後に昇級された場合も、申込時の帯を着用して参加下さい。 

※申し込み後に納入された申込金は、いかなる事情でも返金は致しかねます。 
 

★試合時間は各ページのトーナメント表に記載されています。 
 

★次ページより、１部メインコート、Ａコート、Ｂコート、Ｃコート、２部・・・、３部・・・と順にトーナメント表が構成されています。 
 



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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｳﾀ
334 遠藤　楓太 池尻砂町

ﾊｯﾄﾘｼｮｳﾀﾛｳ
ﾊﾀ ﾛｳﾏ 360 八取　翔太朗 福島県

335 秦　朗眞 川崎元住吉
ｼｹﾞｲ ﾀﾞｲｷ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾂｸﾞ

336 重井　大輝 千葉海浜 361 前田　知嗣 神楽坂
ﾓﾄｲ ﾊﾙ ｸﾒ ﾀｶﾐﾂ

337 本井　巴琉 池尻砂町 362 久米　崇允 長原
ﾔﾏｻﾞｷ ﾑｻｼ ﾅｶﾐﾁ ｹｲｽｹ

338 山﨑　武蔵 長原 363 仲道　啓佑 池尻砂町
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳｼｮｳ

ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾄ 364 金沢　龍翔 西新井
339 杉浦　大翔 城南武蔵新城 ﾋﾗﾉ ﾚｵ

365 平野　怜央 埼玉県西
ﾆｼﾐﾔ ﾋﾛﾄ ﾅｽ ﾀﾛｳ

340 西宮　大翔 長原 366 那須　太郎 神楽坂
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ

341 川島　遼士 さいたま中央
ﾂﾁｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 本戦 延長 体重判定 再延長

342 土澤　翔真 栃木茨城県 １分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ﾖﾀﾞ ﾊﾔﾄ
343 依田　隼 二子玉川 ﾆﾔﾏ ﾚｵﾝ

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 367 丹山　怜穏 長原
344 後藤　大輝 池尻砂町

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ ｸﾞﾝｼﾞ ﾎｳﾀ
345 山崎　祐弥 平和島 368 郡司　朋太 中延

ｶﾜﾀﾞ ﾕｳ
369 河田　悠羽 石島道場

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾄ ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ
346 馬場　拓都 城南武蔵新城 370 野中　悠汰 長原

ﾃﾙﾔ ｾｲﾘｭｳ
ｲﾉｳｴ ｷｼｭｳ 371 照屋　成隆 川崎元住吉

347 井上　貴嵩 池尻砂町 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ
372 石川　大輝 城南武蔵新城

ｼﾞﾂｶﾜ ｶﾅｳ ﾒﾃﾅｰ ﾔﾏﾄ
348 實川　叶 川崎元住吉 373 ﾒﾃﾅｰ　大和 城南品川

ｾｷﾈ ﾕﾂﾞｷ ｲﾉｳｴ ｶｲ
349 関根　禅月 池尻砂町 374 井上　櫂 長原

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ ｲｼﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞ
350 松本　碩 五反田 375 石田　銀治 西新井

ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
351 本田　太響 池尻砂町 376 北澤　博貴 城南羽田

ﾋﾗｲ ﾄｼｶｽﾞ ﾀｸﾎﾞ ﾋﾕｳ
352 平井　寿和 城東荒川 377 田久保　飛勇 五反田

ﾀﾑﾗ ﾐﾗﾝ ﾅｶﾑﾗ ｶｲｴｲ
353 田村　海藍 城南武蔵新城 378 中村　海瑛 長原

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
ｿﾄｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 379 渡邉　一輝 川崎元住吉

354 外川　翼 川崎元住吉 ｻﾊｷﾞ ﾂﾊﾞｻ
380 矢作　翼 埼玉県西

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｲﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳ
355 両角　結人 池尻砂町 381 田中　悠 長原

ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ
356 岡本　遥希 東京千鳥

ｷﾑﾗ ﾕｱﾝ
357 木村　悠庵 川崎元住吉

ｻｻﾓﾄ ｱｵ
358 笹本　青 長原

ｱｵｷ ﾖｳﾉｽｹ
359 青木　陽ノ介 平和島
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（4）小学１年生男子中級の部（８・７級）７名

（9）小学２年生男子中級の部（８・７級）１５名

（3）小学１年生男子初級の部（９級以下）２６名

１メー４０

１メー１５

１メー１６

１メー３２

１メー１７

１メー２９

１メー３９

１部メインコート



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３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾖｼ ｲﾉｺ ﾘｭｳﾏ
1 清水　竜吉 さいたま中央 25 猪子　流摩 長原

ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝｺﾞ
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 26 長澤　憲吾 池尻砂町

2 吉田　凌駕 城南武蔵新城 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
ﾅｶｵ ﾘｭｳﾀ 27 西田　航汰朗 川崎元住吉

3 中尾　隆太 長原 ﾀｹﾀﾞ ｶﾅﾄ
ﾊﾔｼ ﾒｲｶﾞ 28 竹田　奏音 本部直轄三鷹

4 林　明河 西新井 ｻﾄｳ ﾊﾙ
ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 29 佐藤　春瑠 東京千鳥

5 南条　友輔 中延 ｷﾀﾞ ﾊﾔﾀ
30 木田　隼太 石島道場

ｳｴｸｻ ﾀｲｷ ｲﾏｲ ﾋﾅﾄ
6 植草　大輝 千葉海浜 31 今井　陽翔 蒲田

ｻﾔﾏ ｼｮｳ
32 佐山　翔 城南羽田

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾖｺﾁ ｹｲｾｲ
7 宮﨑　雄大 西新井 33 横地　慶征 平和島

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸﾄ
ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 34 松原　陸斗 中延

8 内藤　航大 長原 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ
ｼｹﾞｲ ﾕｳｷ 35 山本　大靖 石島道場

9 重井　勇輝 千葉海浜 ｻﾜｴ ｱｷﾗ
ﾓﾘ ｶｲﾄ 36 澤江　涼 城南羽田

10 森　海人 石島道場 ｺﾝﾉ ﾀｶﾔ
ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 37 紺野　天也 城南羽田

11 井上　芳生 長原 ｱﾗｲ ﾕﾗ
38 新井　優来 武蔵中央

ﾜﾀﾍﾞ ｴｲｼﾞ ｽｻ ｺｳｼ
12 渡部　瑛士 城南羽田 39 諏佐　紘志 川崎元住吉

ｷﾑﾗ ﾅｵﾄﾓ
40 木村　直知 城南武蔵新城

ﾀｷ ﾕｳｺﾞ
13 滝　悠吾 川崎元住吉

ｸﾞﾝｼﾞ ｺﾀﾛｳ
14 郡司　虎太郎 城南武蔵新城 本戦 延長 体重判定 再延長

ｶﾅｸﾎﾞ ﾄﾓﾛｳ １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

15 金久保　寛朗 鳩ヶ谷
ﾀｶﾊｼ ｴｲｷ

16 高橋　英暉 中延
ﾀｹﾀﾞ ｿｳ

17 竹田　想生 長原
ｴﾝﾄﾞｳ ｵﾄﾊ

ﾓﾄﾊｼ ﾘｷ 41 遠藤　乙花 池尻砂町
18 本橋　理樹 西新井

ﾏｴﾔﾏ ﾕｲ
42 前山　優衣 城南品川

ｲｲﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘｺ
19 飯塚　晄太朗 長原 43 児玉　ゆり子 長原

ﾉｳﾄﾐ ﾕﾗ
ﾊﾔｼ ﾃﾝｶﾞ 44 納富　ゆら 城南武蔵新城

20 林　天河 西新井 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ
ﾖﾈｶﾜ ﾘｸ 45 増田　真凛 川崎元住吉

21 米川　哩丘 石島道場 ﾊｯﾄﾘｻﾕﾘ
ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾄ 46 八取　さゆり 福島県

22 秋山　波音 千葉海浜 ﾀｶﾉ ﾋﾅﾐ
ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 47 高野　ひなみ 平和島

23 長岡　一騎 蒲田

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ
24 山本　敬斗 城南武蔵新城

（2）幼年年長の部（園児年長）２４名 （13）小学３年生男子初級の部（８級以下）１６名

（16）小学３年生女子初級の部（７級以下）７名

１Ａ－４２

１Ａ－３０

１Ａ－３９

１Ａ－１４

１Ａ－１５

１Ａ－３１

１Ａ－１６

１Ａ－９

１Ａ－２８

１Ａ－３８

１Ａ－１０

１Ａ－３６

１Ａ－４３

１Ａ－２５

１Ａ－２６

１Ａ－３７

１Ａ－２７

１Ａ－５

１Ａ－６

１Ａ－７

１Ａ－４４

１Ａ－１１

１Ａ－２９

１Ａ－１２

１Ａ－１３

１Ａ－３２

１Ａ－３３

１Ａ－４０

１Ａ－１

１Ａ－２

１Ａ－３

１Ａ－１７

１Ａ－１８

１Ａ－１９

１Ａ－２０

１Ａ－４５

１Ａ－３４

１Ａ－３５

１Ａ－２３

１Ａ－２４

１Ａ－４

１Ａ－４１

１Ａ－８

１Ａ－２１

１Ａ－２２

１部Ａコート



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３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝｼﾞｭ
112 金沢　漣樹 西新井

ﾅｶｳﾁ ｼﾄﾞｳ
ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ 142 中内　士道 二子玉川

113 水野　智之 城南武蔵新城
ｻｲﾄｳ ｹｲ

114 西東　慧 神楽坂 ﾊﾏｽﾅ ｲﾂｷ
ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 143 浜砂　樹 蒲田

115 磯辺　真一郎 城南武蔵新城
ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ

116 増田　綺海 川崎元住吉 ﾀｷ ﾅｵﾔ
ﾆﾔﾏ ｴｲﾀ 144 滝　直哉 川崎元住吉

117 丹山　映汰 長原
ﾐﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

118 光本　圭佑 城南武蔵新城 ｻｶﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾄ
ﾀｹﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 145 坂林　輝虎 千葉海浜

119 竹村　信乃助 中延
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ

120 柴田　晃希 城南武蔵新城 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ
ﾜﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 146 清水　駿 池尻砂町

121 和田　凛太郎 さいたま中央
ﾉﾀﾞ ﾊﾅｱ

122 野田　華愛 千葉海浜 ﾊﾗ ﾘｷﾔ
ﾊﾀｵｶ ﾋﾛﾄ 147 原　力哉 川崎元住吉

123 畑岡　大翔 城南武蔵新城
ﾌﾅﾂ ｷｲﾁ

124 舟津　希一 神楽坂 ﾆｼﾜｷ ｺｳｷ
ｾﾄ ﾘｮｳﾍｲ 148 西脇　光輝 千葉海浜

125 瀬戸　涼平 川崎元住吉
ｶﾐｵｶ ﾊﾙｸ

126 上岡　晴空 城南武蔵新城 ﾀｶｾ ｶﾝﾀ
149 高瀬　幹太 蒲田

本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 ｽｶﾞ ｶｲﾕｳ
150 須賀　海裕 二子玉川

ﾀﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞﾝ
127 田盛　琉仁 平和島

ﾕﾗ ｱﾝｼﾞ
ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 151 由良　安慈 千葉海浜

128 末長　耕介 長原
ｳｴｻｶ ﾋﾋﾞｷ ｶｲﾂﾞｶ ｹﾝﾉｽｹ

129 上坂　響輝 五反田 152 貝塚　健之介 池尻砂町
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵﾉ ﾙｲ

130 西澤　龍之介 川崎元住吉 153 大野　瑠以 長原
ﾐﾂｲ ｹｲｾｲ

131 三井　啓世 東京千鳥 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾋ
ｸﾆｵｶ ｼｭﾝﾀ 154 津田　優陽 城南武蔵新城

132 國岡　俊太 長原
ﾓﾘｶﾜ ﾙｲ

133 森川　琉生 池尻砂町 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｷ
ｸﾛｶﾐ ﾄﾓﾛｳ 155 佐川　広騎 城南品川

134 黒神　智朗 石島道場
ﾖｼﾀｹ ﾋﾛｱｷ

135 吉武　弘顕 池尻砂町 ｶﾜｼﾞ ﾚｲ
ｱﾗｲ ﾚｲﾔ 156 川路　怜 池尻砂町

136 新井　零也 武蔵中央
ｱﾍﾞ  ｶｽﾞｷ

137 阿倍  一樹 宮本道場 ｺﾝﾉ ﾘｷﾄ
ﾏｻｷ ﾀｲﾗ 157 今野　力斗 川崎元住吉

138 正木　泰良 さいたま中央
ｶﾈﾓﾄ ﾄｼｱｷ

139 金本　寿明 五反田 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 158 杉浦　春登 城南武蔵新城

140 渡辺　圭二朗 川崎元住吉
ﾅｲﾄｳ ﾀｲﾖｳ

141 内藤　大耀 長原

（1）幼年年中以下の部（園児年中以下）１５名

（8）小学２年生男子初級の部（９級以下）１５名

１Ｂ－３４

１Ｂ－１６

１Ｂ－３２

１Ｂ－２８

１Ｂ－３８

１Ｂ－９

１Ｂ－４３

１Ｂ－１

１Ｂ－２１

１Ｂ－２２

１Ｂ－３５

１Ｂ－２３

（14）小学３年生男子中級の部（７～５級）１７名

１Ｂ－４０

１Ｂ－１７

１Ｂ－４４

１Ｂ－１８

１Ｂ－３３

１Ｂ－１９

１Ｂ－２０

１Ｂ－４１

１Ｂ－１２

１Ｂ－３０

１Ｂ－３９

１Ｂ－１３

１Ｂ－１４

１Ｂ－３１

１Ｂ－１５

１Ｂ－３

１Ｂ－４

１Ｂ－２４

１Ｂ－２５

１Ｂ－１０

１Ｂ－２９

１Ｂ－１１

１Ｂ－８

１Ｂ－２６

１Ｂ－２７

１Ｂ－４２

１Ｂ－５

１Ｂ－６

１Ｂ－３６

１Ｂ－３７

１Ｂ－７

１Ｂ－２

１部Ｂコート



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

ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾀﾞｶ ｶﾜﾀﾞﾙﾅ
220 中島　穂高 神楽坂 245 河田　琉七 石島道場

ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ ｷﾔ ｼｵﾘ
221 田中　隼人 千葉海浜 246 木谷　汐里 千葉海浜

ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾝ ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
222 平野　拳心 二子玉川 247 武田　瑞姫 池尻砂町

ﾀﾅｾ ｻﾝﾀ
223 棚瀬　燦太 神楽坂

本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

ｲﾄｳ ﾘｻ
248 伊藤　利紗 二子玉川

ﾊﾗ ｱﾐ
224 原　愛美 川崎元住吉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｶ

ﾋﾙﾏ ﾊﾙｶ 249 滝澤　優夏 蒲田
225 比留間　遥 所沢

ﾋﾛｾ ﾒｲ ｻﾀｹ ﾐｭｳ
226 廣瀬　芽生 石島道場 250 佐竹　実優 城南品川

ﾖｼｻﾞﾜ ｳﾐ
251 吉澤　海未 千葉海浜

本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 ﾀﾅｶ ﾕﾅ
252 田中　優菜 西新井

ｵｵｲﾜ ｻｸﾗｺ
227 大岩　桜子 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３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

228 宇田川　眞白 東京千鳥 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 253 内田　優斗 城東荒川

229 木村　優香 さいたま中央
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ

230 阿部　裕乃 埼玉県西 254 高林　大陸 城南品川
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾑ

255 古谷　洋椋 足立
本戦 延長 体重判定 再延長 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分 256 新藤　諒介 本部直轄三鷹
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾊﾙ

ｱｵｷ ｼﾝｼﾞｭ 257 田仲　知治 長原
231 青木　新樹 城南品川

ﾍﾞﾆﾔ ｶﾞｲ
ﾌｸﾄﾒ ｿｳﾀ 258 紅谷　凱 さいたま中央

232 福留　想大 千葉海浜
ﾋﾛｾ ﾔﾏﾄ ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ

233 廣瀬　大翔 さいたま中央 259 服部　拓海 城東荒川
ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｺｳ ﾀｼﾞﾏ ｼﾂﾞｷ

234 前泊　煌 川崎元住吉 260 田島　陽月 武蔵中央
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾋﾄ

235 小林　蓮 城南羽田 261 五十嵐　理人 さいたま中央
ﾅｶﾀﾆ ﾚｲ ﾋｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

236 中谷　玲偉 長原 262 樋口　航生 本部直轄三鷹
ｵｵｲﾜ ｴｲｽｹ ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

237 大岩　英介 埼玉県西 263 増田　涼太 さいたま中央
ｲｼｲ ｼﾞｮｳﾏ ｱﾗｲ ﾘｭｳｺﾞ

238 石井　成馬 城南品川 264 荒井　龍吾 城南羽田
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾄ

239 宇田川　絢也人 東京千鳥 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 265 田中　泰斗 城東荒川

240 鈴木　創太 千葉海浜
ｵｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

241 岡本　将和 池尻砂町 本戦 延長 体重判定 再延長

ｵｵﾑﾗ ｼｮｳｾｲ １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

242 大村　勝星 城南品川
ｶﾄｳ ﾀｸﾄ

243 加藤　匠斗 鳩ヶ谷 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕﾐ
266 宮崎　あゆみ 城東荒川

ｻﾄｳ ｱﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾐｸ
244 佐藤　敦生 川崎元住吉 267 齊藤　美空 池尻砂町

ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ
268 安部　響 東京千鳥

（6）小学１年生女子初級の部（８級以下）３名

（5）小学１年生男子上級の部（６級以上）４名

１Ｃ－２７

１Ｃ－２８

１Ｃ－４１

１Ｃ－４０

１Ｃ－２２

１Ｃ－１ １Ｃ－１６

１Ｃ－３７

１Ｃ－４

１Ｃ－４６

１Ｃ－５

１Ｃ－２０

１Ｃ－６

１Ｃ－７

１Ｃ－２１

１Ｃ－３４

１Ｃ－８

１Ｃ－９

１Ｃ－２ １Ｃ－１７

１Ｃ－３８

１Ｃ－１９

１Ｃ－３３

原　愛美 比留間　遥 廣瀬　芽生

（10）小学２年生男子上級の部（６級以上）１４名

１Ｃ－４２

１Ｃ－２９

１Ｃ－４３

１Ｃ－３０

（7）小学１年生女子上級の部（７級以上）４名

１Ｃ－４５

１Ｃ－１５

１Ｃ－３２

１Ｃ－３５

１Ｃ－１０

１Ｃ－４４

１Ｃ－３１

１Ｃ－４７

１Ｃ－１１

１Ｃ－２４

１Ｃ－１２

１Ｃ－２５

１Ｃ－３６

１Ｃ－３９

（11）小学２年生女子初級の部（８級以下）３名

（12）小学２年生女子上級の部（７級以上）５名

（15）小学３年生男子上級の部（４級以上）１３名

（17）小学３年生女子上級の部（６級以上）３名

１Ｃ－３ １Ｃ－１８

河田　琉七 木谷　汐里 武田　瑞姫

宮崎　あゆみ 齊藤　美空 安部　響

１Ｃ－１３

１Ｃ－１４

１Ｃ－２６

１Ｃ－２３

　　　　　　１部Ｃコート



ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ
本戦 延長 体重判定 再延長 402 渡邉　魁斗 さいたま中央 本戦 延長 体重判定 再延長

ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 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

382 野崎　達也 川崎元住吉 ﾋﾗﾉ ｸｳｶﾞ
ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 403 平野　空雅 埼玉県西

383 鈴木　凪 城南品川

ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ ｻｻｷ ﾘｮｳ
384 鈴木　陸仁 千葉海浜 404 佐々木　遼 川崎元住吉

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ
385 渡辺　嘉人 五反田

ﾋｲｽﾞﾐ ﾚﾝ
ｱｻｲ ﾖｼｷ 405 樋泉　蓮 足立

386 浅井　佳貴 長原

ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ
406 長野　宙 西新井

ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾄ
387 五十嵐 慶翔 西新井 ﾄﾉﾔﾏ ｱｷﾄ

407 殿山　晃斗 川崎元住吉
ﾅｶﾐﾁ ﾕｳｽｹ ｶﾄｳ ｶﾅﾄ

388 仲道　友佑 池尻砂町 408 加藤　哉斗 鳩ヶ谷
ｲﾜﾏﾙ ﾕｽﾞｷ

389 岩丸　柚貴 鹿島田 ﾐｽﾞﾉ ｶｹﾙ
409 水野　駆 蓮田

ﾀｼﾞﾂ ﾊﾔﾄ
390 田實　隼人 二子玉川 ﾏｽﾉ ﾋﾛｷ

410 増野　宏希 埼玉県西
ﾘｼｮｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ

391 利渉　申次郎 川崎元住吉

ﾑﾗｺｼ ﾀﾂﾌﾐ
392 村越　達文 川崎元住吉 ｽｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

411 菅澤　和樹 埼玉県西 本戦 延長 体重判定 再延長

ｷｸﾆｼ ﾃﾝﾏ １分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

393 菊西　天馬 蒲田 ﾌﾙﾔ ﾅｸﾞﾑ
412 古谷　凪椋 足立

ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ
394 佐藤　友晟 池尻砂町

ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ
395 田中　優冴 鹿島田 413 田中  颯 西新井

ｶﾝｻﾞｷ ﾀｲｾｲ ｲﾉｺ ｹﾝﾄ
396 神埼　太誠 二子玉川 414 猪子　健斗 長原

ﾔｽｺｳﾁ ｼｭｳﾔ
397 安河内　秀哉 長原 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ

415 清水　強 池尻砂町
ﾃﾗﾑﾗ ｿﾗﾄ

398 寺村　天翔 池尻砂町 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛ
416 藤井　尋 川崎元住吉

ｵｸﾑﾗ ｼｮｳ ﾅﾝｼﾞｮｳ ｾﾅ
399 奥村　翔 城南品川 417 南城　聖那 埼玉県西

ﾔﾏﾉﾍﾞｱﾗｼ
ｵｲｶﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ 418 山野邉　嵐 福島県

400 及川　瑶一郎 東京千鳥
ﾀｶﾊｼ ｲｯﾍﾟｲ

401 高橋　一平 城南羽田 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ
419 宮崎　耕一朗 城東荒川

（20）小学４年生男子中級軽量級の部（７～５級・３３kg以下）２０名 （30）小学５年生男子上級軽量級の部（３級以上・３５kg以下）９名

（31）小学５年生男子上級重量級の部（３級以上・３５kg超）９名

２メ－１９

２メ－２９

２メ－３４

２メ－２０

２メ－２１

２メ－３０

２メ－６

２メ－１５

２メ－２７

２メ－３３

２メ－１６

２メ－１７

２メ－２８

２メ－５

２メ－１８

２メ－３５

２メ－３１

２メ－３２

２メ－２２
２メ－１４

２メ－９

２メ－１０

２メ－１１

２メ－１２

２メ－２３

２メ－２４

２メ－２５

２メ－２６

２メ－１

２メ－２

２メ－３

２メ－４

２メ－７

２メ－８

２メ－１３

　　　　　　　　２部メインコート



ｶｻｲ ﾕｳｷ
68 葛西　勇輝 長原

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ
48 渡辺　悠一郎 川崎元住吉 本戦 延長 ﾌｶｲ ｼｭｳｼﾞ 本戦 延長

１分３０秒 １分３０秒 69 深井　柊治 武蔵中央 １分３０秒 １分３０秒

体重判定 再延長 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 体重判定 再延長

ﾂﾉﾀﾞ ｷｮｳｾｲ ３ｋｇ 1分３０秒 70 山本　奨馬 城南武蔵新城 ３ｋｇ 1分３０秒

49 角田　強生 城南羽田 ﾂﾁｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
71 土澤　優真 栃木茨城県

ｻｶｶﾞﾐ ﾄﾓｷ ﾁﾖﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ
50 坂上　智紀 大阪北摂 72 千代田　慶次郎 川崎元住吉

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾗ
51 武田　秀虎 池尻砂町 ﾄﾔﾏ ｲﾂｷ

73 外山　樹 城南武蔵新城
ｵﾁｱｲ ﾀｲｶﾞ

52 落合　大河 城南羽田
ﾀﾑﾗ ｼｵﾝ

74 田村　紫温 城南武蔵新城

ﾉﾀﾞ ｼｵﾝ
75 野田　紫音 千葉海浜

ﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ
ｶﾏｸﾗ ﾋﾋﾞｷ 本戦 延長 76 田邉　輝 鹿島田

53 鎌倉　響 五反田 １分３０秒 １分３０秒 ﾁｭｳｺ ｿｳﾀ
ｼﾞﾂｶﾜ ｱﾗﾀ 体重判定 再延長 77 中古　壮大 城東荒川

54 實川　革 川崎元住吉 ３ｋｇ 1分３０秒 ｲﾅﾊﾞ ｶﾞｲ
ｶﾄｳ  ﾀｲﾖｳ 78 稲葉　凱 川崎元住吉

55 加藤  太陽 宮本道場
ｷﾑﾛ ｹｲｽｹ

56 木室　佳祐 池尻砂町 ﾁｶｳﾁ ﾕｳﾄ
79 近内　優音 城南武蔵新城

ｵｵﾊﾗ ﾈｵ
57 大原　寧王 足立 本戦 延長 ﾅﾍﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ

１分３０秒 １分３０秒 80 鍋元　慶次 城南武蔵新城 本戦 延長

ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｽｹ 体重判定 再延長 １分３０秒 １分３０秒

58 大岩　龍介 埼玉県西 ３ｋｇ 1分３０秒 ｲｼｲ ﾃﾝﾏ 体重判定 再延長

ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 81 石井　天馬 城南品川 ３ｋｇ 1分３０秒

59 小澤　諒恭 東京千鳥 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂｷ 82 安部　航 東京千鳥

60 長谷川　充生 鳩ヶ谷 ﾎﾃﾔ ｹﾝ
ｵｵﾄ ﾋﾅﾀ 83 布袋屋　憲 埼玉武州北

61 大戸　日向 さいたま環状 ｺｳﾂﾞ ﾕｳﾄ
84 神津　悠登 鹿島田

ﾅｶﾓﾄ ｱｻﾋ
62 中本　朝陽 川崎元住吉 ｿﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ

85 素野　翔太郎 蒲田

ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ
63 多田　延真 城南羽田 本戦 延長

１分３０秒 １分３０秒

体重判定 再延長

ﾀｼﾛ ﾀｸﾏ ３ｋｇ 1分３０秒

64 田代　琢磨 城南羽田

ｶﾄｳ ｺｳｷ
65 加藤　光騎 城南羽田

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ
66 山形　優太 城南羽田

ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
67 原田　晋之介 千葉海浜

（18）小学４年生男子初級軽量級の部（８級以下・３３kg以下）５名

（19）小学４年生男子初級重量級の部（８級以下・３３kg超）４名

２Ａ－５

２Ａ－１７

２Ａ－１８

（22）小学４年生男子上級軽量級の部（４級以上・３３kg以下）６名

２Ａ－２７

２Ａ－１５

２Ａ－２８

２Ａ－１６

２Ａ－２９

２Ａ－３０

２Ａ－３１

２Ａ－１９

２Ａ－３２

２Ａ－６

２Ａ－７

２Ａ－２０

２Ａ－３３

２Ａ－２１

２Ａ－３４

２Ａ－８

２Ａ－２２

（26）小学５年生男子初級の部（８級以下）５名

２Ａ－１１

２Ａ－２５

２Ａ－１

２Ａ－３７

２Ａ－２

２Ａ－１２

２Ａ－１３

２Ａ－２６

２Ａ－３

（28）小学５年生男子中級軽量級の部（７～４級・３５kg以下）１２名

（39）小学６年生男子上級重量級の部（３級以上・４０超）６名

２Ａ－２３

２Ａ－３６

２Ａ－９

２Ａ－１０

２Ａ－２４

２Ａ－４

２Ａ－１４

２Ａ－３５

２部Ａコート



ｸﾗﾓﾄ ﾜﾀﾙ
174 倉本　航 城南武蔵新城

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶﾞ
159 宮澤　楓芽 さいたま中央 本戦 延長 本戦 延長

１分３０秒 １分３０秒 ﾊｯﾄﾘﾘｭｳﾀﾛｳ １分３０秒 １分３０秒

ｸﾛｷ ｼﾞﾝﾄ 体重判定 再延長 175 八取　龍太郎 福島県 体重判定 再延長

160 黒木　仁人 二子玉川 ３ｋｇ 1分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ ﾄｷ ﾘｭｳﾔ
161 田中  大翔 西新井 176 土岐　立哉 城東荒川

ｿﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘﾂ
162 素野　遼太郎 蒲田 177 神原　律 鹿島田

ｲｼｲ ｼｭｳ
163 石井　柊風 本部直轄三鷹 ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｷ

ｽｽﾞｷｶｲﾄ 178 南雲　友樹 平和島
164 鈴木　魁斗 福島県

ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀﾞｲ
165 近藤　耀大 鹿島田 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｮｳ

179 安達　丈 城南武蔵新城

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾑｲ
180 仲島　神威 東京千鳥

ｲﾓﾄ ﾙｱ
ｳﾉｾ ﾕｳﾘ 181 井元　流風 大阪北摂

166 鵜瀬　ゆうり 平和島 ｽｶﾞﾔ ﾕｳｷ
ｼｹﾞｲ ﾋﾅﾀ 本戦 延長 182 菅谷　優希 武蔵中央

167 重井　ひなた 千葉海浜 １分３０秒 １分３０秒 ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ
ｳｲ ｱﾔﾈ 体重判定 再延長 183 荒井　駿汰 城南武蔵新城

168 宇井　絢音 城南羽田 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾀﾅｶ ｱﾘｻ ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲﾔ
169 田中　愛里沙 川崎元住吉 184 片桐　大也 城南羽田

ｷﾔ ﾕｷ
170 木谷　有希 千葉海浜

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ
171 小林　桜子 川崎元住吉

ｶﾄｳ ｶｱﾅ
172 加藤　佳明奈 二子玉川 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾔﾄ

ｼﾞﾝﾀﾞ ﾕﾘｱ 185 嶋津　颯斗 鹿島田
173 神田　ゆりあ 城南羽田 本戦 延長

ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ １分３０秒 １分３０秒

186 吉田　吏来 池尻砂町 体重判定 再延長

ｲﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ３ｋｇ 1分３０秒

187 井元　虎太郎 大阪北摂
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ

188 宮崎　太史 五反田
ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀ

189 岡村　拳汰 埼玉県西

ｱｲｶﾜ ﾖｳｾｲ
190 相川　陽盛 さいたま中央

ｻﾄｳ ﾀｲｷ
191 佐藤　太貴 川崎元住吉

ｵｵﾉ ｼﾞｭﾘ
192 大野　朱理 長原

ﾖｼｻﾞﾜ ｿﾗ
193 吉澤　大空 千葉海浜

ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ
194 松本　征也 五反田

ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾉｽｹ
195 早川　功之助 東京千鳥

ｲﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
196 井元　麟太郎 大阪北摂

２Ｂ－３１

２Ｂ－３２

（23）小学４年生男子上級重量級の部（４級以上・３３kg超）７名

（24）小学４年生女子初級の部（７級以下）８名

２Ｂ－８

２Ｂ－９

２Ｂ－１０

２Ｂ－２３

２Ｂ－２４

２Ｂ－１１

２Ｂ－２５

２Ｂ－３３

２Ｂ－１２

２Ｂ－１３

２Ｂ－２６

２Ｂ－１４

２Ｂ－３４

２Ｂ－１

２Ｂ－１６

２Ｂ－１７

２Ｂ－２８

２Ｂ－２

２Ｂ－３

２Ｂ－３０

２Ｂ－６

２Ｂ－７

２Ｂ－２２

２Ｂ－１５

２Ｂ－２７

（29）小学５年生男子中級重量級の部（７～４級・３５kg超）１１名

（38）小学６年生男子上級軽量級の部（３級以上・４０kg以下）１２名

２Ｂ－１８

２Ｂ－１９

２Ｂ－２９

２Ｂ－４

２Ｂ－３５

２Ｂ－５

２Ｂ－２０

２Ｂ－２１

　　　　　２部Ｂコート



ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ
288 渡部　竜成 城南武蔵新城

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ
269 田中　匠美 千葉海浜 本戦 延長 本戦 延長

１分３０秒 １分３０秒 ｻｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ １分３０秒 １分３０秒

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅﾄ 体重判定 再延長 289 佐川　大騎 城南品川 体重判定 再延長

270 本田　奏斗 池尻砂町 ３ｋｇ 1分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾑﾗﾏﾂ  ﾕｳﾄ ﾁﾊﾞ ｼｭｳﾄ
271 村松  優斗 宮本道場 290 千葉　修斗 川崎元住吉

ｲｼｲ ｶﾝﾀ ｷﾝｼﾞﾖｳ ﾘﾖｳﾏ
272 石井　幹大 五反田 291 金城　崚磨 鹿島田

ｵｻﾅｲ ｶﾂﾕｷ
273 長内　克征 城南品川 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ

292 小林　鈴奈 長原
ﾅｶﾀ ｶｽﾞｼ

274 中田　和志 池尻砂町
ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ

293 吉田　眞生 城南武蔵新城

ｷｼ ｼﾝｽｹ
294 岸　慎介 川崎元住吉

本戦 延長 ｻｶｶﾞﾐ ｷｲﾁ
ﾎﾃﾔ ｻｷ １分３０秒 １分３０秒 295 坂上　貴一 大阪北摂

275 布袋屋咲来 埼玉武州北 体重判定 再延長

ﾋﾗｲ ｽｽﾞｶ ３ｋｇ 1分３０秒 ﾏﾂｵ ｱﾕﾑ
276 平井　涼日 さいたま中央 296 松尾　歩武 城南武蔵新城

ﾋﾗﾉ ﾄﾓｴ
277 平野　有瑛 長原

ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ ｸｻﾏ ｶｲｼｭｳ
278 安部　七海 東京千鳥 297 草間　海洲 埼玉県西

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

ﾁｶｳﾁ ｼｵﾝ １分３０秒 １分３０秒 ﾄｻﾞﾜ ｴｲﾄ
279 近内　詩音 城南武蔵新城 体重判定 再延長 298 戸澤　栄人 平和島

ﾌｼﾞﾀ ﾉﾝ ３ｋｇ 1分３０秒 ﾌｼﾞｲ ｱﾝﾘ
280 藤田　暢 栃木茨城県 299 藤井　あんり 本部直轄三鷹

ｻｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ ﾋﾗｶﾞ ｱｵﾄ
281 坂林　愛黄 千葉海浜 300 平賀　蒼斗 本部直轄三鷹

ﾊﾗ ｱｲｶ
282 原　愛香 川崎元住吉

ﾆｼﾍﾞｯﾄｳ ﾏﾘｱ
301 西別当　麻理亜 池尻砂町

本戦 延長

ｵｵｿﾈ ﾁｶ １分３０秒 １分３０秒 本戦 延長

283 大曽根　千翔 川崎元住吉 体重判定 再延長 ｶｹﾞﾔﾏ  ｿﾗﾝ １分３０秒 １分３０秒

ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ ３ｋｇ 1分３０秒 302 景山　空蘭 山陰 体重判定 再延長

284 五十嵐 涼 西新井 ３ｋｇ 1分３０秒

ｻｲﾄｳ ﾐﾐ
本戦 延長 体重判定 再延長 303 齊藤　美海 池尻砂町

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒

ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ
ｻﾜｴ ﾘｭｳｲﾁ 304 高橋　花音 川崎元住吉

285 澤江　龍一 城南羽田
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔｾ

286 山口　颯聖 千葉海浜 ｳｼﾛ ｻｷ
ｼｹﾞｲ ﾊﾙｷ 305 宇城　咲希 大阪北摂

287 重井　陽気 千葉海浜
ｱﾗｶﾜ ｻﾕｷ

306 荒川　紗雪 東京千鳥
ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ

307 遠藤　桃香 池尻砂町

ｶﾂﾉ ﾘｾ
308 勝野　莉世 池尻砂町

ｵﾉ ﾕﾘｺ
309 小野　百合子 長原

（34）小学６年生男子初級の部（８級以下）３名

２Ｃ－１７

２Ｃ－３０

２Ｃ－１３

２Ｃ－１４

２Ｃ－２７

（37）小学６年生男子中級重量級の部（７～４級・４０kg超）３名

重井　陽気

戸澤　栄人 藤井　あんり 平賀　蒼斗

（41）小学６年生女子上級の部（５級以上）９名

（33）小学５年生女子上級の部（５級以上）２名

２Ｃ－５

２Ｃ－１５

２Ｃ－２

（36）小学６年生中級軽量級の部（７～４級・４０kg以下）１０名

２Ｃ－１２

２Ｃ－２６

２Ｃ－３８
２Ｃ－２９

（32）小学５年生女子初級の部（６級以下）４名

２Ｃ－３１

２Ｃ－１８

２Ｃ－３２

２Ｃ－１９

２Ｃ－１６

２Ｃ－３３

２Ｃ－８

２Ｃ－２４

２Ｃ－３７

２Ｃ－３

２Ｃ－９

２Ｃ－１０

２Ｃ－２５

２Ｃ－４

２Ｃ－１１

２Ｃ－１

２Ｃ－３５

２Ｃ－３６

２Ｃ－２０

２Ｃ－３４

２Ｃ－２１

２Ｃ－２８

澤江　龍一 山口　颯聖

（21）小学４年生男子中級重量級の部（７～５級・３３kg超）６名

（25）小学４年生女子上級の部（６級以上）４名

２Ｃ－６

２Ｃ－７

２Ｃ－２２

２Ｃ－２３

　　　　　２部Ｃコート



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 再延長 体重判定

２分 ２分 ３ｋｇ ２分 ３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

ｶｽﾔ ｵｻﾑ
420 粕谷　経 五反田

ｻｶｼﾀ ﾋﾄﾅﾘ
ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 435 境下　仁也 池尻砂町

421 田中　孝弘 城南羽田 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾀﾞｼ
436 白鳥　直志 溝の口

ﾂﾙｶﾞｻｷ ﾃﾂﾕｷ
ｻｸﾗｷﾞ ｼﾁﾍｲ 437 鶴ヶ埼　哲之 池尻砂町

422 櫻木　七平 蒲田 ｶﾜﾉ ｻﾄｼ
438 河野　哲史 蒲田

ｻｶﾀ ｶｽﾞｷ
423 坂田　和輝 本部直轄三鷹

ﾊﾔｶﾜ ﾂﾖｼ 本戦 延長 再延長 体重判定

424 早川　剛 大岡山 ３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

ﾊﾞﾊﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ
425 馬場先　亮太 五反田

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳ
426 山本　崇義 平和島 439 萩原　翔 川崎元住吉

ﾌｼﾞｲ ｱﾙﾄ
ﾆｲﾂﾏ ｼﾝｺﾞ 440 藤井　あると 本部直轄三鷹

427 新妻　辰悟 鹿島田 ﾂﾄﾞﾒ ﾀｸﾐ
441 津留　巧 二子玉川

ﾆｲﾔﾏ ﾘｭｳﾀ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾂ 442 新山　龍男 城南羽田

428 遠藤　正光 池尻砂町

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 ３ｋｇ ２分

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

ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ
429 矢野　健太郎 五反田

ｲｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾏｻ
430 飯泉　礼正 神楽坂 ｶｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 443 梶山　和真 川崎元住吉
431 中村　真也 二子玉川

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ
444 高林　忠弘 五反田

ｻﾀｹ ﾔｽﾉﾘ
本戦 延長 再延長 体重判定 445 佐竹　泰典 二子玉川
３分 ２分 ２分 ３ｋｇ ｲｲﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ

446 飯森　浩孝 池尻砂町

ｵｵﾀﾆ ﾖｳﾍｲ
ｻﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 447 大谷　洋平 川崎元住吉

432 猿谷　健太郎 五反田
ﾅｶｺﾞﾒ ｹﾝｼﾞ

433 中込　健司 溝の口

434 ﾄﾞ・ｷﾔｯｸ　ﾌｨﾘｯﾌﾟ 二子玉川

（69）一般中級重量級の部（６級以上70kg超）４名

（70）一般上級軽量級の部（２級以上75kg以下）４名

（71）一般上級重量級の部（２級以上75kg超）５名

※体重判定でも決着がつかない場合は再度延長戦を行い、
　　マスト判定で勝負を決します。

※体重判定でも決着がつかない場合は再度延長戦を行い、
　　マスト判定で勝負を決します。

※体重判定でも決着がつかない場合は再度延長戦を行い、
　　マスト判定で勝負を決します。

※１回戦

（67）一般初級重量級の部（７級以下70kg超）３名

（68）一般中級軽量級の部（６級以上70kg以下）３名

※準決以降

３メ－２６

３メ－１３

３メ－２５

３メ－１４

３メ－２７

３メ－２

３メ－１６

３メ－２０

３メ－２１

３メ－１１

３メ－２２

３メ－１２

３メ－２４

３メ－１５

３メ－９

３メ－１９

※体重判定でも決着がつかない場合は再度延長戦を行い、
　　マスト判定で勝負を決します。

３メ－４ ３メ－１０

矢野　健太郎 飯泉　礼正 中村　真也

３メ－１

３メ－８

猿谷　健太郎 中込　健司 ﾄﾞ・ｷﾔｯｸ　ﾌｨﾘｯﾌﾟ

３メ－３

３メ－５

３メ－６

３メ－７

（66）一般初級軽量級の部（７級以下70kg以下）９名

３メ－１７

３メ－１８

３メ－２３

　　　　　　　　　　　　３部メインコート



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

ｻﾄｳ ｺｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
86 佐藤　光竜 川崎元住吉 98 松本　尚也 五反田

ﾀﾔ ｱｷﾄ ﾊｽﾐ ﾕｳﾘ
87 田谷　明斗 城南武蔵新城 99 蓮見　侑里 東京千鳥

ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾔﾄ ｲﾃﾞﾀﾀﾞﾋﾛ
88 長岡 颯士  　 蒲田 100 井出　匡祐 城南羽田

ﾀｶｾ ｺｳﾀ ﾘｼｮｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ
89 高瀬　広太 蒲田 101 利渉　裕次郎 川崎元住吉

ﾉｳﾄﾐ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞﾄ ｷｮｳﾉｽｹ
90 納富　春希 城南武蔵新城 102 藤戸　興ノ介 城南羽田

ﾀｼﾞﾏ ｱｷﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ
91 田島　陽斗 武蔵中央 103 吉田　凌 池尻砂町

ｲﾉｺ ﾀｹﾙ ﾅｶﾉ ﾋﾗﾏｻ
92 猪子　健流 長原 104 中野 平雅 埼京・城北支部

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

ｶﾀﾔﾏ ﾘﾖｳ ｱｵｷ ｶｾﾞﾏﾙ
93 片山　僚 鹿島田 105 青木　風丸 平和島

ｵﾁｱｲ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ
94 落合　琉星 城南羽田 106 山本　真之介 鹿島田

ｳｴｻｶ ﾐﾅﾄ ｶｼﾑﾗ ﾀｸﾐ
95 上坂　奏人 五反田 107 鹿志村　匠 栃木茨城県

ﾔｽｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ
96 安河内　大樹 長原 108 武田　光樹 鹿島田

ﾊﾗ ﾘｸﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
97 原　陸翔 川崎元住吉 109 鈴木　雄大 池尻砂町

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
110 渋谷　怜 川崎元住吉

ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ
111 山村　晴希 蒲田

３Ａ－１７

（45）中学２・３年生男子軽量級の部（50kg以下）７名

（46）中学２年生男子重量級の部（50kg超）５名

３Ａ－２４

３Ａ－１５

３Ａ－２５

３Ａ－８

３Ａ－１６

３Ａ－２２

３Ａ－２３

３Ａ－５

３Ａ－６

３Ａ－１４

３Ａ－７

（49）中学３年生男子重量級の部（55kg超）２名

３Ａ－２０

３Ａ－１１

３Ａ－２１

３Ａ－４

３Ａ－１２

３Ａ－１３

（42）中学１年生男子軽量級の部（45kg以下）７名

（43）中学１年生男子重量級の部（45kg超）５名

３Ａ－１８

３Ａ－１９

３Ａ－９

３Ａ－１０

３Ａ－１

３Ａ－２

３Ａ－３

３部Ａコート



本戦 延長 体重判定 再延長 本戦 延長 体重判定 再延長

２分 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒 １分３０秒 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒

ｸﾗﾊｼ ﾖﾘﾁｶ
205 倉橋　資知 二子玉川

ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 206 伊藤　謙司 溝の口

197 鈴木　博幸 溝の口 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ
207 藤森　亮司 池尻砂町

ｲﾘｻﾜ ｼｹﾞﾙ
ﾀｹﾓﾄ ﾏｺﾄ 208 入沢　茂 川崎元住吉

198 竹本　誠 川崎元住吉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ
209 近藤　元 二子玉川

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ ﾅｶﾓﾄ ﾀｶｼ
199 杉山　充洋 長原 210 中本　貴士 池尻砂町

ｸｼﾀﾞ ｼﾝ ｶﾄｳ ﾂﾖｼ
200 櫛田　心 千葉海浜 211 加藤　剛 二子玉川

ﾓﾓｻｷ ﾋﾛﾉﾘ
ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 212 百崎　裕範 川崎元住吉

201 藤島　一幸 城南羽田

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 ５ｋｇ １分

１分３０秒 １分３０秒 ５ｋｇ １分３０秒

ｻｻｷ ﾏｻﾔ
ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾃﾞ 213 佐々木　雅也 埼玉県西

202 松本　泰秀 神楽坂 ｷｸﾉ ﾅｶﾞﾐﾁ
ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 214 菊野　長道 五反田

203 岩永　直之 東京千鳥 ｽﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ
ｸﾗﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 215 須藤　茂 東京千鳥

204 倉橋　寛和 二子玉川 ｸﾗｻﾜ ｱｷﾄ
216 倉沢　章人 鹿島田

本戦 延長 体重判定 再延長

１分３０秒 １分 ５ｋｇ １分

ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾕｷ
217 井上　典之 五反田

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞｵ
218 柳原　しげお 神楽坂

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄﾓ
219 三浦　正智 池尻砂町

（58）壮年36才以上40才以下初級の部（５級以下）５名

（60）壮年41才以上45才以下初級の部（５級以下）３名

（61）壮年41才以上45才以下上級の部（４級以上）８名

（62）壮年46才以上50才以下初級の部（５級以下）４名

（63）壮年46才以上50才以下上級の部（４級以上）３名

３Ｂ－２ ３Ｂ－９

３Ｂ－１９

３Ｂ－１１

３Ｂ－１７

井上　典之 柳原　しげお 三浦　正智

３Ｂ－４

３Ｂ－１４

３Ｂ－２２

３Ｂ－５

３Ｂ－６

３Ｂ－１５

３Ｂ－７

３Ｂ－１８

３Ｂ－１０

倉橋　寛和

３Ｂ－３

３Ｂ－１ ３Ｂ－８

３Ｂ－１６

３Ｂ－１２

３Ｂ－１３

３Ｂ－２０

３Ｂ－２１

松本　泰秀 岩永　直之

３部Ｂコート



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

ｲﾃﾞ ｿｳｽｹ
319 井出　壮亮 城南羽田

ｺｳﾂﾞ ﾓﾄｷ
ｵｸﾞﾗ ﾘﾎ 320 神津　元輝 鹿島田

310 小掠　莉歩 さいたま中央 ｱﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ
ｵｵｲﾜ ﾓﾓｺ 321 有山　晋矢 城南羽田

311 大岩　桃子 埼玉県西 ﾋｻﾅｶﾞﾛﾊﾞｰﾄﾋﾃﾞｵ
ﾔﾏﾉﾍﾞﾅｷﾞｻ 322 久永ロバート英雄 城南羽田

312 山野邉　凪沙 福島県 ｱﾀﾞﾁ ｼﾕﾝ
323 安達　駿 鹿島田

ﾋｻﾅｶﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞﾀﾛｳ
324 久永ｼﾞｪｰﾑｽﾞ太郎 城南羽田

ｱﾘﾔﾏﾕｳﾔ
本戦 延長 体重判定 再延長 325 有山　悠哉 城南羽田

１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ 1分３０秒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾔ
326 徳永　稜也 城南品川

ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾊ
313 清水　結葉 川崎元住吉

ｸﾘﾊﾗ ﾓｴ 本戦 延長 体重判定 再延長

314 栗原　萌 埼玉県西 ２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ｱﾗｲ ｶｽﾞｻ ﾀｶｷﾞ ﾕｲ
315 荒井　一沙 城南羽田 327 高木　柚依 城南羽田

ｲｹﾀﾞ ｱｲﾘ
328 池田　愛梨 城南品川

本戦 延長 体重判定 再延長

２分 ２分 ５ｋｇ ２分

本戦 延長 体重判定 再延長

２分 ２分 ５ｋｇ ２分

ﾄｸｵ ｶｽﾞﾔ
316 徳尾　和哉 城南羽田

ｲｼﾔﾏ ｱﾀｶ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
317 石山　暖 千葉海浜 329 藤原　愛 埼玉県西

ｲﾜｼﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ
318 岩下　蓮太郎 本部直轄三鷹

ﾆｲﾔﾏ ﾐｷ
330 新山　美姫 城南羽田

ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾙﾋ
331 片桐　はるひ 城南羽田

ﾏｽﾅｶﾞ ﾐｷ
332 増永　美希 池尻砂町

ｱｵﾀﾏｷ
333 青田　真季 福島県

（44）中学１年生女子の部３名

（47）中学２年生女子の部　３名

（51）高校生男子初級の部（５級以下）３名

３Ｃ－１４

（52）高校生男子上級の部（４級以上）８名

３Ｃ－４

３Ｃ－１２

３Ｃ－２０

３Ｃ－５

３Ｃ－２２

３Ｃ－８

３Ｃ－１５

（53）高校生女子の部　２名

３Ｃ－１６

（57）女子上級の部（３級以上）５名

３Ｃ－２１

３Ｃ－６

３Ｃ－１３

３Ｃ－７

３Ｃ－３ ３Ｃ－１１

３Ｃ－２ ３Ｃ－１０

３Ｃ－１８

清水　結葉 栗原　萌 荒井　一沙

３Ｃ－１９

徳尾　和哉 石山　暖 岩下　蓮太郎

小掠　莉歩 大岩　桃子 山野邉　凪沙

３Ｃ－１ ３Ｃ－９

３Ｃ－１７

３部Ｃコート


