
1ラウンド

第１ラウンド

種目：一般男子三・四段の部／1ラウンド第１コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 日本体育大学 木寺　悠太 三段 日本体育大学 福島　隆太 三段

2 東京大学 江戸　ヤラス 二段 東京大学　 鶴岡　靖朗 三段

3 八王子西 山田　茂人 四段 東京大塚 杉本　優太 三段

4 明治大学 青木　賢祥 四段 明治大学 小田　翔 三段

5 日本体育大学 大西　千匡 三段 日本体育大学 村社　光翼 三段

6 日本武道館武道学園 伊藤　駿介 四段 日本武道館武道学園 上野山　敦士 四段

7 日本体育大学 合田　仁一郎 三段 日本体育大学 前田　琉彗 三段

8 国立中スポ少 内山　泰宏 四段 国立中スポ少 吉野　泰基 四段

9 東京大学 後藤　真楽 三段 東京大学　 菊地　慈温 二段

10 多摩桜ヶ丘 小山　俊介 四段 多摩桜ヶ丘 申　紀鉉 二段

11 日本体育大学 山川　宗輝 三段 日本体育大学 那須　心星 三段

12 明治大学 小西　翔太 三段 明治大学 本橋　優 二段

13 八王子西 小林　雄大 四段 八王子西 杉本　将樹 三段

14 早稲田大学 芝田　健自 四段 早稲田大学 宇田　樹 三段

15 日本体育大学 安藤　龍斗 三段 日本体育大学 三谷　聡伸 三段

16 東京大塚 新井　椋大 四段 東京農業大学 内木　雄飛 四段

17 日本体育大学 天野　正輝 三段 日本体育大学 川崎　空人 三段

18 亀有 纐纈　洋史 四段 亀有 藤野原　弘樹 四段

19 東京大学 落合　航平 三段 東京大学　 金子　佑哉 三段

20 日本武道館武道学園 松原　健 三段 日本武道館武道学園 松林　昂希 三段

21 明治大学 松田　大毅 三段 明治大学 神嵜　真季 三段

種目：一般男子初・二段の部／１ラウンド第2コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 東京大学 菊地　俊弥 初段 東京大学　 榎本　有吾 初段

2 駒澤大学 多胡　克彦 初段 駒澤大学 吉田　奈大毅 二段

3 亀有 野々部　圭一 二段 亀有 平野　敦春 二段

4 明治大学 長田　宗之 初段 明治大学 下沢　隆太 1級

5 日本体育大学 星　遼太郎 二段 日本体育大学 山口　輝 二段

6 早稲田実業学校 南　咲太 初段 早稲田実業学校 三浦　遥大 初段

7 東京大学 林　拓哉 初段 東京大学　 伊藤　直毅 初段

8 法政大学 佐々木　駿 初段 法政大学 大橋　拓未 初段

9 早稲田実業学校 海老塚　健 初段 早稲田実業学校 原　綜侑 初段

10 日本体育大学 田村　幸翼 二段 日本体育大学 中泉　蓮 二段

11 明治学院大学 北園　隼人 初段 明治学院大学 奈良部　圭亮 初段

12 八王子西 長野　寛大 二段 八王子西 田代　竜輝 二段

13 駒澤大学 関野　祥 初段 駒澤大学 伊藤　弘将 初段

14 東京大学 米田　麻柊 初段 東京大学　 濵﨑　佑哉 初段

15 創価高校 吉田　響希 二段 砂川高校 渡辺　流唯 二段

16 明治大学 永井　雄貴 初段 明治大学 櫛田　静真 初段

17 早稲田実業学校 宮崎　淳 初段 早稲田実業学校 横山　翼　 初段

18 日本体育大学 伊藤　裕真 二段 日本体育大学 門脇　功和 初段

19 早稲田大学 藤井　陸 初段 早稲田大学 門田　憲樹 二段

20 東京大学 和田島　周星 初段 東京大学　 寺田　健人 二段

21 明治大学 藤井　健太 二段 明治大学 齋藤　晴渡 初段

22 法政大学 本多　敢仁 二段 法政大学 高橋　楓河 初段

23 駒澤大学 奥村　敬太 二段 駒澤大学 藤原　沙玖弥 二段



1ラウンド

種目：女子護身技法の部／１ラウンド第３コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 日本体育大学 関口　彩春 三段 日本体育大学 安田　遥 三段

2 青山学院大学 土田　龍 四段 青山学院大学 齋藤　美優 三段

3 早稲田実業学校 久保田　羽菜　 三段 早稲田実業学校 大塚　世翔 二段

4 日本体育大学 大浪　誌乃 初段 日本体育大学 青柳　颯馬 初段

5 津田塾大学 早原　利香 初段 一橋大学 加藤　涼太郎 初段

6 早稲田実業学校 高松　莉良 二段 早稲田実業学校 堀　祐人 初段

7 明治大学 小澤　りさ子 初段 明治大学 佐長　太一 1級

8 日本武道館武道学園 阿部　太亮 二段 日本武道館武道学園 三嶌　仁奈 三段

9 明治学院大学 嶋村　友翔 初段 明治学院大学 杉浦　璃乃 初段

10 八王子西 橋本　穂菜美 二段 八王子西 小澤　海凪 初段

11 青山学院大学 小川　璃子 三段 青山学院大学 黒田　輝生 初段

12 国立中スポ少 川添　昭博 五段 国立中スポ少 長谷川　恭子 初段

13 東京辰巳 大竹　真紀 初段 東京辰巳 松田　行裕 初段

14 早稲田実業学校 熊谷　奈桜 初段 早稲田実業学校 福島　綾哉 初段

15 共栄学園 中川　雅也 初段 共栄学園 鳥居　和夏 3級

16 日本体育大学 高橋　右京 三段 日本体育大学 立元　日香里 三段

17 こやのエンジョイくらぶ 松岡　知里 二段 亀有 稲増　和馬 三段

18 東京大学 樋口　瑠生 初段 東京大学　 石崎　友佳子 初段



２ラウンド

第２ラウンド

種目：一般女子三段以上の部／２ラウンド第1コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 明治大学 田中　綾 三段 明治大学 中本　凜 三段

2 八王子西 杉森　郁美 四段 八王子西 杉田　麻美 三段

3 日本体育大学 鈴木　敦賀 三段 日本体育大学 志村　美空 三段

4 日本武道館武道学園 高橋　明日香 四段 東京大塚 山本　望 三段

5 早稲田大学 籾　美吹 三段 早稲田大学 遠藤　直 三段

6 明治大学 井上　侑美 三段 明治大学 中野　なつみ 三段

7 八王子西 上原　茉莉奈 四段 八王子西 宇野　真里奈 三段

8 早稲田実業学校 石原　理彩 二段 早稲田実業学校 池田　弥来 三段

9 国士舘大学 金子　夏子 三段 国士舘大学 柏井　美貴子 三段

種目：一般女子初二段の部／２ラウンド第２コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 立教大学 加藤　瑞希 初段 立教大学 清本　結惟 2級

2 早稲田大学 小西　清香 初段 早稲田大学 首藤　けい 初段

3 東京大学 中村　美友 初段 東京大学　 岩崎　倫子 初段

4 創価高校 満田　灯里 二段 加住小中学校 泉水　美千翔 初段

5 法政大学 山際　沙也香 二段 法政大学 二瓶　明日見 二段

6 津田塾大学 井上　詩絵璃 初段 津田塾大学 笠原　望 1級

7 立教大学 増田　恵 初段 立教大学 尾崎　凪 2級

8 早稲田実業学校 萩原　藍 二段 早稲田実業学校 小林　京香 初段

9 早稲田大学 上重　美桜 初段 早稲田大学 氏平　鷹子 1級

10 東京大学 余田　奈穂 初段 東京大学　 五ノ井　杏 初段

11 富士見丘高校 二之宮　巴菜 初段 富士見丘高校 落合　桃子 初段

12 明治大学 水出　早紀 1級 明治大学 長尾　柚花 初段

13 駒澤大学 中村　琴美 二段 駒澤大学 根本　真侑 初段

14 法政大学 松本　莉絵 初段 法政大学 島倉　沙季 初段

種目：男子マスターズの部／２ラウンド第3コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 日本武道館武道学園 田村　勝也 五段 日本武道館武道学園 手賀　幹雄 五段

2 大森 大上　秀樹 六段 大森 野辺　耕一 六段

3 東京大塚道院 石原　吉洋 六段 東京大塚道院 坂本　卓己 五段

4 杉並永福 分藤　秀明 七段 杉並永福 川久保　弘智 七段

5 東京清瀬元町 島澤　良次 七段 東京清瀬元町 荒井　英俊 六段

6 大森 鈴木　啓明 六段 大森 古瀬　靖久 六段

7 国立中スポ少 星野　秀雄 五段 国立中スポ少 宗形　重幸 五段

8 東京清瀬元町 永原　健志 六段 東京清瀬元町 雨宮　秀樹 四段

9 日本武道館武道学園 田中　喜博 六段 日本武道館武道学園 志村　圭 四段

10 東京田無 宮内　靖 七段 多摩桜ケ丘 保坂　知宏 四段

11 三軒茶屋 服部　誠 四段 三軒茶屋 笠島　剛志 五段



２ラウンド

種目：中学生女子の部／２ラウンド第４コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 加住小中学校 任　馨 初段 加住小中学校 谷津　早 初段

2 加住小中学校 中村　藍子 初段 加住小中学校 横田　葵子 初段

3 早稲田実業学校 藤井　美羽 1級 早稲田実業学校 若村　春佳 1級

4 加住小中学校 吉田　舞衣 3級 加住小中学校 渡部　実緒 3級

5 早稲田実業学校 佐藤　愛莉 6級 早稲田実業学校 長澤　実咲 6級

6 加住小中学校 土井　和枝 3級 加住小中学校 西山　はな 3級

種目：中学生男子の部／２ラウンド第5コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 加住小中学校 長岡　力哉 初段 加住小中学校 横松　枝里香 初段

2 早稲田実業学校 小島　由也 1級 早稲田実業学校 吉武　快晴 6級

3 加住小中学校 田中　大峨 初段 加住小中学校 室井　公陽 初段

4 八王子高尾スポ少 橋本　盛太郎 初段 八王子高尾スポ少 四条　裕翔 初段

5 加住小中学校 上原　岳大 初段 加住小中学校 佐々木　透空 初段

6 共栄学園 佐藤　俊介 初段 共栄学園 眞木　一 初段

7 東京辰巳 川村　允悠 初段 東京辰巳 大竹　優青 初段

8 加住小中学校 野田　悠貴 初段 加住小中学校 久米川　伸一 初段

9 多摩桜ヶ丘 小泉　楓 3級 多摩桜ヶ丘 小泉　泰輝 3級

10 加住小中学校 山村　柊斗 2級 加住小中学校 市毛　菜々美 2級

11 早稲田実業学校 今井　亮誠 1級 早稲田実業学校 杉本　純一朗 1級

12 加住小中学校 北原　優 初段 加住小中学校 谷津　優 2級

13 東京大崎 石川　雄大 2級 東京大崎 石川　翔大 2級

14 加住小中学校 中村　有吾 3級 加住小中学校 依田　篤周 4級

種目：小学生の部A／２ラウンド第６コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 加住小中学校 関　優輝 5級 加住小中学校 小澤　正裕 5級

2 国立中スポ少 天田　悠弥 3級 国立中スポ少 尾形　勝生 4級

3 東京清瀬元町 上笹貫　雄介 1級 東京清瀬元町 荒井　天斗虎 1級

4 加住小中学校 山村　柚乃 5級 加住小中学校 佐々木　帆乃里 見習

5 国立中スポ少 明田　武蔵 6級 国立中スポ少 明田　大和 8級

6 日本武道館武道学園 藤本　颯太 4級 日本武道館武道学園 藤本　優依 4級

7 八王子松枝 上甲　太一 １級 八王子松枝 牛久保　莉花 １級

8 加住小中学校 田中　蔵人 見習 加住小中学校 谷津　輝 見習



３ラウンド

第３ラウンド

種目：一般五段以上の部・女子マスターズの部・マイシードの部／３ラウンド第１コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 八王子西 坂本　圭弘 五段 八王子西 楠木　修平 五段

2 調布 森　勇樹 六段 調布 有田　大介 五段

3 杉並永福 西城　千浪 三段 杉並永福 青木　佑美子 五段

4 国立中スポ少 佐伯　由美子 五段 国立中スポ少 吉永　由里子 五段

5 亀有 八木沢　雅彦 2級 亀有 佐々木　正太郎 四段

種目：家族の部／３ラウンド第2コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 共栄学園 矢野　将弘 五段 東京滝野川 矢野　琳太郎 6級

2 東京月島 日高　さくら 5級 東京月島 日高　正裕 5級

3 東京昭島 長谷部　百花 2級 東京昭島 長谷部　大和 3級

4 東京月島 當麻　聖太 8級 東京月島 當麻　真吾 5級

5 国立中スポ少 長谷川　創 4級 国立中スポ少 長谷川　恵彩 8級

種目：男子運用法の部／３ラウンド第４コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 明治大学 神嵜　真季 三段 日本武道館武道学園 上野山　敦士 四段

2 日本体育大学 田村 幸翼 二段 日本武道館武道学園 木下　恵太 四段

3 早稲田大学 宇田　樹 三段 日本武道館武道学園 志村　圭 四段

4 早稲田大学 笠井　直樹 初段 日本武道館武道学園 澤野　大輝 三段

5 日本武道館武道学園 上野山　敦士 四段 日本体育大学 田村 幸翼 二段

6 日本武道館武道学園 木下　恵太 四段 明治大学 神嵜　真季 三段

7 日本武道館武道学園 志村　圭 四段 早稲田大学 笠井　直樹 初段

8 日本武道館武道学園 澤野　大輝 三段 早稲田大学 宇田　樹 三段

種目：女子運用法の部／３ラウンド第６コート

No. 所属 氏名 資格 所属 氏名 資格

1 早稲田大学 遠藤　直 三段 日本武道館武道学園 寺田　萌華 三段

2 東京大学 中村　美友 初段 早稲田大学 籾　美吹 三段

3 八王子西 上原　茉莉奈 四段 青山学院大学 小川　璃子 三段

4 早稲田大学 遠藤　直 三段 東京大学 中村　美友 初段

5 日本武道館武道学園 寺田　萌華 三段 青山学院大学 小川　璃子 三段

6 早稲田大学 籾　美吹 三段 八王子西 上原　茉莉奈 四段


