
種目名 表彰 所属名1 拳士名1 所属名2 拳士名2

第一位 調布 森　勇樹 調布 有田　大介

第二位 八王子西 楠木　修平 多摩桜ヶ丘 寒梅　浩伸

第三位 田無南 檜物　量 渋谷笹塚 丹羽　太一

第四位 日本武道館武道学園 松浦　秀行 日本武道館武道学園 伊藤　駿介

第五位 国立中SP 川添　昭博 国立中SP 宗形　重幸

第六位 東京飛鳥 難波　秀治 東京王子 礒部　雅大

第一位 東京大塚 大谷　紘嗣 東京大塚 小西　遼

第二位 八王子西 山田　茂人 東京大塚 杉本　優太

第三位 東京大塚 新井　椋大 東京農業大学 内木　雄飛

第四位 池袋スポーツセンター 池田　翔 池袋スポーツセンター 矢野　陽祐

第五位 日本武道館武道学園 松林　昂希 東京大学 上島　浩史

第六位 八王子西 小林　雄大 八王子西 杉本　将樹

第一位 法政大学 中井　優作 法政大学 五十子　黎

第二位 池袋スポーツセンター 永井　雄貴 明治大学 齋藤　晴渡

第三位 八王子西 田代　竜輝 八王子西 小澤　海凪

男子五段以上

男子三・四段

男子初・二段



第一位 東京大塚 山本　望 日本武道館武道学園 高橋　明日香

第二位 東京大塚 岡本　みさと 明治大学 中本　凜

第三位 東京大塚 八木　杏那 東京大塚 福島　陽香

第一位 東京保谷 幸　真孝 東京保谷 竹中　光一

第二位 国立中SP 八谷　依実 東京昭島 石塚　今日子

第三位 西東京保谷 三浦　悟郎 西東京保谷 石川　泰三

第一位 日本武道館武道学園 松原　健 日本武道館武道学園 額賀　郁乃

第二位 八王子西 杉森　郁美 八王子西 清水　大輔

第三位 池袋スポーツセンター 木場　大雅 八王子西 宇野　真里奈

第一位 日本武道館武道学園 田中　喜博 日本武道館武道学園 志村　圭

第二位 西東京保谷 大脇　一也 東京保谷 村石　和久

第三位 日本武道館武道学園 篠永　健 渋谷笹塚 浅川　真弓

第一位 東京清瀬元町 伊藤　宏治 東京清瀬元町 荒井　英俊

第二位 東京田無 宮内　靖 多摩桜ヶ丘 保坂　知宏

第三位 調布 青山　哲則 調布 三村　充弘

第四位 大森 古瀬　靖久 大森 加藤　清彦

第五位 東京保谷 徳井　照男 東京保谷 西　弘志

第六位 東京昭島 吉田　一宏 国立中SP 内山　泰宏

女子三段以上

級拳士

女子護身技法

男子マスターズA

男子マスターズB



第一位 杉並永福 青木　佑美子 杉並永福 西城　千浪

第二位 国立中SP 佐伯　由美子 国立中SP 吉永　由里子

第三位 西東京保谷 貝塚　和枝 西東京保谷 吉永　鮎美

第一位 八王子西 吉村　真 八王子高尾SP 吉村　桧

第二位 南中野 山本　尚弘 南中野 山本　陽介

第三位 共栄学園 矢野　将弘 東京滝野川 矢野　琳太郎

第四位 亀有 藤田　恭成 亀有 藤田　悠誠

第五位 国立中SP 長谷川　恭子 国立中SP 長谷川　恵彩

第六位 八王子富士森 唐澤　幸治 八王子富士森 唐澤　龍治

第一位 日本武道館武道学園 上野山　敦士 日本武道館武道学園 寺田　萌華

第二位 帝京中高等学校 高田　裕介 帝京中高等学校 高田　風歌

第三位 大森 鈴木　啓明 大森 鈴木　美紀子

第一位 日本体育大学 谷　龍一 日本体育大学 前田　琉彗

第二位 明治大学 小田　翔 明治大学 日光　駿太

第三位 日本体育大学 村社　光翼 日本体育大学 三谷　聡伸

第四位 日本体育大学 大西　千匡 日本体育大学 赤崎　隼人

第五位 早稲田大学 籾　美吹 早稲田大学 宇田　樹

第六位 日本体育大学 那須　心星 日本体育大学 八本　萌々子

大学生男子

女子マスターズ

親子

夫婦



第一位 日本体育大学 鈴木　敦賀 日本体育大学 立元　日香里

第二位 青山学院大学 齋藤　美優 青山学院大学 後藤　美羽

第三位 学習院大学 住野　夢子 学習院大学 上村　舞

第四位 早稲田大学 久保田　羽菜 早稲田大学 関　音葉

第五位 早稲田大学 三森　菜々香 早稲田大学 橋本　あかり

第六位 日本女子体育大学 山上　遥香 日本女子体育大学 宮下　綺実

第一位 都立昭和高校 假屋　章太郎 都立昭和高校 佐藤　泰造

第二位 共栄学園 田口　海音 共栄学園 谷田　眞聡

第三位 早稲田実業 横山　翼 早稲田実業 関沢　理子

第一位 早稲田実業 日下　彩叶子 早稲田実業 若村　春佳

第二位 都立昭和高校 武石　有莉沙 都立昭和高校 細田　ひなの

第三位 早稲田実業 熊谷　奈桜 早稲田実業 藤井　美羽

第一位 加住小中学校 田中　大峨 加住小中学校 野田　悠貴

第二位 加住小中学校 北原　優 加住小中学校 中村　有吾

第三位 加住小中学校 久米川　伸一 加住小中学校 室井　公陽

第四位 東京清瀬元町 上笹貫　雄介 東京清瀬元町 荒井　天斗虎

第五位 加住小中学校 植松　悠空 加住小中学校 小澤　正裕

第六位 加住小中学校 山村　柊斗 加住小中学校 関　優輝

大学生女子

高校生男子

高校生女子

中学生男子



第一位 加住小中学校 横田　葵子 加住小中学校 吉田　舞衣

第二位 加住小中学校 市毛　菜々美 加住小中学校 山村　柚乃

第三位 加住小中学校 土井　和枝 加住小中学校 西山　はな

第四位 亀有 大島   集 亀有 布施　綺美華

第五位 早稲田実業 小松　ゆり 早稲田実業 渡邉　空

第六位 早稲田実業 長澤　実咲 早稲田実業 佐藤　愛莉

第一位 経堂 平林　幸也 経堂 金澤　心咲

第二位 亀有 布施　梨織華 亀有 纐纈　菜月

第三位 日本武道館武道学園 藤本　颯太 日本武道館武道学園 藤本　優依

第一位 西東京保谷南SP 青山　拓馬 西東京保谷南SP 山下　周悟

第二位 西東京保谷南SP 今瀬　陽太 西東京保谷南SP 横山　千翔

第三位 東京成瀬 三鬼　弦太郎 東京成瀬 大竹　奏士

第一位 西東京保谷南SP 幸　大地 西東京保谷南SP 松葉　詩

第二位 東京桜台 土屋　光史郎 東京桜台 新亀　嶺

第三位 南中野 児玉　理九 南中野 池野　銀太

第四位 東京足立東和 熱田　凛帆 東京足立東和 池西　珠琴

第五位 八王子陵北SP 鳥越　翔矢 八王子陵北SP 高取　友宏

第六位 東京飛鳥 内畠　初香 東京王子 佐橋　勇人

中学生女子

小学生自由の部

小学生1～3級の部

小学生4級



第一位 加住小中学校 田中　蔵人 加住小中学校 谷津　輝

第二位 東京飛鳥 内畠　寿々之輔 東京王子 下斗米　侑大

第三位 板橋加賀SP 加藤　利侑 板橋加賀SP 谷山　真那

第四位 東京桜台 風間　乃絵 東京桜台 熊谷　遼一

第五位 小平市SP 佐藤　勇太 小平市SP 上村　尚暉

第六位 東京成瀬 高橋　夏智 東京成瀬 荒川　結

第一位 田無南 小椋　紗友希 田無南 林崎　莉央

第二位 西東京保谷南SP 遠藤　陽太 西東京保谷南SP 清澤　豪心

第三位 西東京保谷南SP 青山　遥馬　 西東京保谷南SP 千田　遼成

第四位 西東京保谷南SP 松葉　奏 西東京保谷南SP 下田　暢

第五位 亀有 高橋　照善 亀有 深澤　圭登

第六位 田無南 木澤　陸人 田無南 冨永　泰良

第一位 経堂 藤岡　和輝 経堂 石坂　優希

第二位 亀有 松本　明憲 亀有 青山　悠輝

第三位 大田大森SP 野田　稜真 大田大森SP 北島　正稀

第四位 亀有 佐々木　司 亀有 佐々木　肇

第五位 大田大森SP 星野　みやび 大田大森SP 星野　鳳哉

第六位 亀有 山田　凱斗 亀有 石田　洸一朗

小学生5級

小学生6級

小学生7級



第一位 東京清瀬元町 中田　惣介　 東京清瀬元町 笠原　貴久

第二位 三鷹中央 島田　慎一郎 三鷹中央 水野　紗菜

第三位 西東京保谷南SP 三浦　柾彦 西東京保谷南SP 石川　友希

第四位 田無南 淺沼　太智 田無南 豊田　幸祐

第五位 三鷹中央 指田　陽平 三鷹中央 河野　尊之

第六位 板橋加賀SP 狩野　佑吏 板橋加賀SP 大津　璃空

第一位 明治大学B

第二位 早稲田大学A

第三位 中央大学B

第四位

東京大塚

日本武道館武道学園

八王子西

第五位 立教大学A

第六位 駒澤大学B

第一位 加住小中学校A

第二位 加住小中学校B

小学生団体 第一位 三鷹中央

最優秀 明治大学 神嵜　真季

優秀 日本体育大学 那須　心星

敢闘 日本武道館武道学園 上野山　敦士

関野、多胡、西山、根本、吉田、藤原、菅原、小山田

田中、野田、北原、久米川、室井、植松、中村、小澤

横田、吉田、土井、西山、市毛、山村、谷津、渡部

国武、半田、指田、大山、島田、水野、西山、河野、大山

松田、藤井、神嵜、舩戸、小田、城澤、日光、柳

籾、宇田、藤井、江川、門田、高橋、遠藤

川村、川津、今村、大杉、阿部、池田、更科、松本

山本、山内、八木、福島、山本、高橋、豊原、宇野

小川、櫻井、橋本、長谷川、間橋、大山、山本

小学生8級～見習

一般団体

中学高校生団体

男子運用法



最優秀 早稲田大学 遠藤　直

優秀 日本武道館武道学園 寺田　萌華

敢闘 早稲田大学 小林　果鈴

第一位 亀有 八木沢　雅彦 亀有 佐々木　正太郎

第二位 日本武道館武道学園 鈴木　輝

論文の部 最優秀 立教大学 間橋　怜

女子運用法

マイシードの部


