
優勝 上田　詞子 ｳｴﾀﾞ　ｺﾄｺ 大阪北摂Aチーム 団体戦／先鋒
優勝 岡島　舜斗 ｵｶｼﾞﾏ　ｼｭﾝﾄ 大阪北摂Aチーム 団体戦／次鋒
優勝 鹿島　海成 ｶｼﾏ　ｶｲｾｲ 大阪北摂Aチーム 団体戦／三鋒
優勝 今村　稜成 ｲﾏﾑﾗ　ﾘｮｳｾｲ 大阪北摂Aチーム 団体戦／中堅
優勝 関田　昂生 ｾｷﾀﾞ　ｺｳｾｲ 大阪北摂Aチーム 団体戦／副将
優勝 柚之上　暁斗 ﾕﾉｳｴ　ｱｷﾄ 大阪北摂Aチーム 団体戦／大将

準優勝 土井　康盟 ﾄﾞｲ　ｺｳﾒｲ 京都Aチーム 団体戦／先鋒
準優勝 山科　闘毅 ﾔﾏｼﾅ　ﾄｷ 京都Aチーム 団体戦／次鋒
準優勝 坂本　雪芭 ｻｶﾓﾄ　ﾕｷﾊ 京都Aチーム 団体戦／三鋒
準優勝 水野　夢斗 ﾐｽﾞﾉ　ﾕﾒﾄ 京都Aチーム 団体戦／中堅
準優勝 堀江　耀斗 ﾎﾘｴ　ｱｷﾄ 京都Aチーム 団体戦／副将
準優勝 畠　拳龍 ﾊﾀ　ｹﾝﾘｭｳ 京都Aチーム 団体戦／大将

3位 畠　海梨愛 ﾊﾀ　ﾐﾘｱ 京都Bチーム 団体戦／先鋒
3位 畠　仁龍 ﾊﾀ　ｼﾞﾝﾘｭｳ 京都Bチーム 団体戦／次鋒
3位 巻田　全叶 ﾏｷﾀ　ﾄﾓｶ 京都Bチーム 団体戦／三鋒
3位 山科　大空 ﾔﾏｼﾅ　ﾀﾞｲｱ 京都Bチーム 団体戦／中堅
3位 丸岡　颯真 ﾏﾙｵｶ　ｿｳﾏ 京都Bチーム 団体戦／副将
3位 堀江　輝起 ﾎﾘｴ　ﾃﾙｷ 京都Bチーム 団体戦／大将

3位 植元　幹太郎 ｳｴﾓﾄ　ｶﾝﾀﾛｳ 千葉海浜Aチーム 団体戦／先鋒
3位 岡田　佳大 ｵｶﾀﾞ　ｹｲﾀ 千葉海浜Aチーム 団体戦／次鋒
3位 岡田  明子 ｵｶﾀﾞ　ｱｺ 千葉海浜Aチーム 団体戦／三鋒
3位 岩﨑　陽斗 ｲﾜｻｷ　ﾊﾙﾄ 千葉海浜Aチーム 団体戦／中堅
3位 德永　宗久 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾄｷﾋｻ 千葉海浜Aチーム 団体戦／副将
3位 福留　想大 ﾌｸﾄﾒ　ｿｳﾀ 千葉海浜Aチーム 団体戦／大将

優勝 戸井田　珊風 ﾄｲﾀﾞ　ｻｰﾌ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
準優勝 今橋　拓郎 ｲﾏﾊﾞｼ　ﾀｸﾛｳ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
3位 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 千葉海浜 全世界青少年（型）
4位 愛久澤　仁哉 ｱｸｻﾞﾜ　ｼﾞﾝﾔ 京都 全世界青少年（型）

優勝 弘田　沙羅 ﾋﾛﾀ　ｻﾗ 京都 全世界青少年（型）
準優勝 増子　遥菜 ﾏｼｺ　ﾊﾙﾅ 福島県 全世界青少年（型）
3位 吉澤　海未 ﾖｼｻﾞﾜ ｳﾐ 千葉海浜 全世界青少年（型）
4位 松本　陽菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾅ 静岡県西 全世界青少年（型）

優勝 関根　悠人 ｾｷﾈ　ﾊﾙﾄ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
準優勝 戸井田　海風 ﾄｲﾀﾞ　ｶﾘﾌﾞ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
3位 湯浅　和樹 ﾕｱｻ　ｶｽﾞｷ 福島県 全世界青少年（型）
4位 川上　昇央 ｶﾜｶﾐ　ｼｮｳ 京都 全世界青少年（型）

優勝 高橋　美波 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾅﾐ 蓮田 全世界青少年（型）
準優勝 永戸　葵 ﾅｶﾞﾄ　ｱｵｲ 福島県 全世界青少年（型）
3位 齊藤　日歩美 ｻｲﾄｳ　ﾋﾌﾐ 武蔵中央 全世界青少年（型）
4位 松本　七海 ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾅﾐ 静岡県西 全世界青少年（型）

優勝 須藤　旭陽 ｽﾄｳ　ｱｻﾋ 福島県 全世界青少年（型）
準優勝 関根　有希 ｾｷﾈ　ﾕｳｷ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
3位 保積　洋志 ﾎｽﾞﾐ　ﾖｳｼﾞ 埼玉県比企 全世界青少年（型）
4位 齊藤　寛志 ｻｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 武蔵中央 全世界青少年（型）

優勝 藤巻　美琴 ﾌｼﾞﾏｷ ﾐｺﾄ 士衛塾山梨 全世界青少年（型）
準優勝 数森　雅与 ｶｽﾞﾓﾘ　ﾏﾖ 広島県 全世界青少年（型）
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3位 バレリア　ロザノワ バレリア　ロザノワ Bulgaria 全世界青少年（型）
4位 タリン・ジョイ・バン・ウィク タリン・ジョイ・バン・ウィク South Africa 全世界青少年（型）

優勝 横澤　拓 ﾖｺｻﾞﾜ　ﾀｸ 埼玉県北 全日本型／一般男子
準優勝 横澤　翔 ﾖｺｻﾞﾜ　ｼｮｳ 福島県 全日本型／一般男子
3位 米山　真聖 ﾖﾈﾔﾏ　ﾏｻﾄ 空手道新武会 全日本型／一般男子
4位 國分　篤太朗 ｺｸﾌﾞﾝ　ﾄｸﾀﾛｳ 福島県 全日本型／一般男子
5位 アンドレイ・ボグダノブスキー アンドレイ・ボグダノブスキー Russia(Kyokushin-kan) 全日本型／一般男子

優勝 小池　由希子 ｺｲｹ　ﾕｷｺ 福島県 全日本型／一般女子
準優勝 赤澤　知子 ｱｶｻﾞﾜ　ﾄﾓｺ 空手道新武会 全日本型／一般女子
3位 太田　雅子 ｵｵﾀ　ﾏｻｺ 静岡県西 全日本型／一般女子
4位 二瓶　里実 ﾆﾍｲ　ｻﾄﾐ 福島県 全日本型／一般女子
5位 鈴木　涼花 ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳｶ 福島県 全日本型／一般女子

優勝 アーテム・ソロベフ アーテム・ソロベフ Russia(Kyokushin-kan) 全日本／無差別
準優勝 高橋　元樹 ﾀｶﾊｼ　ｹﾞﾝｷ 埼玉県西北 全日本／無差別
3位 スタニスラフ・ステパンコフ スタニスラフ・ステパンコフ Russia(Kyokushin-kan) 全日本／無差別
4位 笠井　優 ｶｻｲ　ﾕｳ 士衛塾 全日本／無差別
5位 イルダー・サフィン イルダー・サフィン Russia(Kyokushin-kan) 全日本／無差別
6位 君塚　烈周 ｷﾐﾂﾞｶ　ﾀｹﾋﾛ KWF極真会館 全日本／無差別
7位 石井　大祐　 ｲｼｲ　ﾀﾞｲｽｹ 福島県 全日本／無差別
8位 足立　大地 ｱﾀﾞﾁ　ﾀﾞｲﾁ KWF極真会館 全日本／無差別

優勝 スタニスラバ・ボイチェワ スタニスラバ・ボイチェワ Bulgaria 全日本女子
準優勝 ミッチェル・ジョバート ミッチェル・ジョバート South Africa 全日本女子
3位 青田　真季 ｱｵﾀ　ﾏｷ 福島県 全日本女子

メテ・マリエ・ニールセン メテ・マリエ・ニールセン Sweden 全日本女子

優勝 横田　拳信 ﾖｺﾀ ｹﾝｼﾝ 闘心會 全世界青少年（組手）
準優勝 福留　想大 ﾌｸﾄﾒ　ｿｳﾀ 千葉海浜 全世界青少年（組手）
3位 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 闘心會 全世界青少年（組手）

優勝 弘田　士道 ﾋﾛﾀ　ｼﾄﾞｳ 京都 全世界青少年（組手）
準優勝 竹内　開偉 ﾀｹｳﾁ　ｶｲ 京都 全世界青少年（組手）
3位 戸井田　珊風 ﾄｲﾀﾞ　ｻｰﾌ 埼玉県比企 全世界青少年（組手）
3位 田島　陽月 ﾀｼﾞﾏ　ｼﾂﾞｷ 武蔵中央 全世界青少年（組手）

優勝 関根　悠人 ｾｷﾈ　ﾊﾙﾄ 埼玉県比企 全世界青少年（組手）
準優勝 西丸　黎 ﾆｼﾏﾙ　ﾚｲ 士衛塾 全世界青少年(組手)
3位 河合　透吾 ｶﾜｲ ﾄｳｺﾞ 拳心会館 全世界青少年（組手）
3位 渡辺　亮太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ 大阪南 全世界青少年（組手）

優勝 南　萌香 ﾐﾅﾐ　ﾓｴｶ 大阪南 全世界青少年（組手）
準優勝 鈴木　愛音 ｽｽﾞｷ　ｱｲﾈ 奈良県南 全世界青少年（組手）
3位 葛西　詩奈 ｶｻｲ ｼｲﾅ 拳心会館 全世界青少年（組手）
3位 齊藤　日歩美 ｻｲﾄｳ　ﾋﾌﾐ 武蔵中央 全世界青少年（組手）

優勝 板倉　未羽 ｲﾀｸﾗ　ﾐｳ 士衛塾 全世界青少年(組手)
準優勝 植西　花音 ｳｴﾆｼ　ｶﾉﾝ 奈良県南 全世界青少年（組手）
3位 桑原　しな ｸﾜﾊﾗ　ｼﾅ 蓮田 全世界青少年（組手）
3位 齊藤　杏香 ｻｲﾄｳ　ﾓﾓｶ 城東西新井 全世界青少年（組手）

優勝 増野　宏希 ﾏｽﾉ　ﾋﾛｷ 埼玉県西 全世界青少年（組手）
準優勝 戸井田　海風 ﾄｲﾀﾞ　ｶﾘﾌﾞ 埼玉県比企 全世界青少年（組手）
3位 岡田　普陽 ｵｶﾀﾞ　ﾋﾛﾔ 京都 全世界青少年（組手）

優勝 西島　恭平 ﾆｼｼﾞﾏ ｷｮｳﾍｲ 修武會 全世界青少年（組手）



準優勝 佐久間　凱 ｻｸﾏ　ｶﾞｲ 士衛塾 全世界青少年(組手)
3位 大原　寧王 ｵｵﾊﾗ　ﾈｵ 足立 全世界青少年（組手）
3位 マラト・アメルサネフ マラト・アメルサネフ Russia(IFK) 全世界青少年（組手）

優勝 小川　楓馬 ｵｶﾞﾜ　ﾌｳﾏ 広島県 全世界青少年（組手）
準優勝 樋口　和真 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 修武會 全世界青少年（組手）
3位 蓮見　泰青 ﾊｽﾐ　ﾀｲｾｲ 蓮田 全世界青少年（組手）
3位 アリスター・ネヴィル・ボスマン アリスター・ネヴィル・ボスマン South Africa 全世界青少年（組手）

優勝 砂川　樹璃 ｽﾅｶﾜ ｼﾞｭﾘ 淑徳巣鴨 全世界青少年（組手）
準優勝 大垣　結夢 ｵｵｶﾞｷ　ﾕﾒ 拳翔館 全世界青少年(組手)
3位 重井　ひなた ｼｹﾞｲ　ﾋﾅﾀ 千葉海浜 全世界青少年（組手）

優勝 小林　麗於菜 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾚｵﾅ 士衛塾 全世界青少年(組手)
準優勝 金丸　優奈 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾅ 士衛塾山梨 全世界青少年（組手）
3位 高橋　美波 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾅﾐ 蓮田 全世界青少年（組手）

優勝 ヴァディム・ゴロコフ ヴァディム・ゴロコフ Russia(Kyokushin-kan) 全世界青少年（組手）
準優勝 ドミトリー・サマリン ドミトリー・サマリン Russia(IFK) 全世界青少年（組手）
3位 デニス・ディブスキー デニス・ディブスキー Russia(IFK) 全世界青少年（組手）
3位 浜本　翔 ﾊﾏﾓﾄ　ｼｮｳ 広島県 全世界青少年（組手）

優勝 比留間　悠 ﾋﾙﾏ　ﾕｳ 所沢 全世界青少年（組手）
準優勝 バレンティン・バルチャノフ バレンティン・バルチャノフ Bulgaria 全世界青少年（組手）
3位 田島　陽斗 ﾀｼﾞﾏ　ｱｷﾄ 武蔵中央 全世界青少年（組手）
3位 阿部　宇紘 ｱﾍﾞ　ﾀｶﾋﾛ 福島県 全世界青少年（組手）

優勝 ヴァシル・ディミトロフ ヴァシル・ディミトロフ Bulgaria 全世界青少年（組手）
準優勝 エイサン・ピルバビ エイサン・ピルバビ Iran 全世界青少年（組手）
3位 ルスラン・シュコフ ルスラン・シュコフ Russia(Kyokushin-kan) 全世界青少年（組手）
3位 ヤニ・クラステフ ヤニ・クラステフ Bulgaria 全世界青少年（組手）

優勝 藤巻　明日香 ﾌｼﾞﾏｷ　ｱｽｶ 士衛塾 全世界青少年(組手)
準優勝 藤巻　美琴 ﾌｼﾞﾏｷ ﾐｺﾄ 士衛塾山梨 全世界青少年（組手）
3位 ヴァレリヤ・ロザノバ ヴァレリヤ・ロザノバ Bulgaria 全世界青少年（組手）

優勝 エカテリナ・ユシェケヴィチ エカテリナ・ユシェケヴィチ Belarus 全世界青少年（組手）
準優勝 マリエラ・リベノバ マリエラ・リベノバ Bulgaria 全世界青少年（組手）
3位 高野　美帆 ﾀｶﾉ　ﾐﾎ 鳩ヶ谷 全世界青少年（組手）


