
会場：千葉県総合スポーツセンター武道館

優勝 準優勝 ３位 ３位（４位） 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 備考

清水　瑠星 関谷　晴天 小出　大翔 我妻　昇馬 福塚　大虎 岡田　尚己 四十万　侑輝 原　翔士 氏名

功道館 聖神館 納侍塾 一友会 一友会 川口会 昇政塾 昇龍会 団体名

村越　星空 澤木　想月 菅生　楽佳 権頭　楓 橘　舞 藤崎　みなみ 吉村　朱花 横田　女神

一友会 明桜塾 納侍塾 鷲龍道場 一心会 昇龍会 濤空会 昇政塾

岡部　直斗 永野　豪己 佐々木　陽来 西立野　剛宗 齊藤　珀伸 波多野　大晴 古泉　智大 野内　奏汰

明桜塾 松濤塾 明桜塾 一友会 一心塾 聖伸塾 木更津聖嘉館 鷲龍道場

花島　咲蘭 鈴木　千遥 岩立　結花 黒澤　美柚 髙橋　日和 多田　菜々美 満重　玲奈 林　友々菜

昇龍会 拳夢会 剛柔会船橋 明桜塾 勝山会 濤空会 明桜塾 松喜館

小高　悠翔 山室　康憲 石井　嵩人 村越　冬空 押田　大暉 加藤　脩也 池田　悠真 石川　大雅

拳栄会大原 統道会 明桜塾 一友会 明桜塾 統道会 濤空会 千葉松濤会

藤樫　くるみ 澤木　愛月 齋藤　和花 植田　美桜 徳永　柚良 佐藤　果歩 伊橋　里菜 田口　久乃

一心塾 明桜塾 国際松濤館 一友会 明桜塾 内郷館 勝正館 葵會館

福塚　虎丸 山川　寛太 菊田　大翔 佐藤　憲太 西田　侑生 根本　侑 澤部　青 飯塚　裕樹

一友会 昇政塾 紘武会 勝正館 紘武会 一心塾 紘武会 成徳会

中山　真理愛 古河　蒼波 西立野　千空 茂木　愛佳 今井　凜那 須賀田　真弥 中山　唯愛 金子　雅紗絵

勝山会 拳剛会東金 一友会 誠志館 拳剛会東金 茂原武道館 一友会 木更津聖嘉館

髙橋　晴心 須藤　柊生 石岡　大和 髙橋　大和 齋藤　比呂 田中　柊 堀越　歩夢 長谷川　匠

協会君津 仙武会 昇政塾 勝山会 国際松濤館 仙武会 赤穂塾 協会君津

佐々木　天良 井桁　芽香 山本　すず 獅子田　秋美 北野　詩織 林　佑夏 塚川　文香 入江　珠紀

統道会 茂原武道館 昇政塾 功道館 明桜塾 木更津聖嘉館 拳剛会東金 正武館

鈴木　健生 御前　晴 小山　祐生 石川　泰智 阿部　大輝 飯田　颯斗 仲　哲史 増田　涼人

拳剛会東金 一友会 正武館 正武館 茂原武道館 紘武会 一心塾 昇政塾

大林　茉央 徳永　愛心 藤田　ゆき 長沼　遥月 岡部　天美 飯塚　珠樹 大野　美桜 波多野　華凛

明桜塾 拳夢館 制護会 昇龍会 明桜塾 成徳会 昇政塾 聖伸館

清水　瑠星 三宅　一颯 大越　壮 原　拓実 山下　忍 岩下　駿斗 塚本　開飛 島　陽樹

功道館 仙武会 鷲龍道場 功道館 柏銀空会 有心会 千葉松濤会 一友会

澤木　想月 権頭　楓 村越　星空 吉村　朱花 菅生　楽佳 加瀬　杏奈 藤崎　みなみ 橘　舞

明桜塾 鷲龍道場 一友会 濤空会 納侍塾 豊岡空手 昇龍会 一心会

齊藤　珀伸 山口　蓮央 塚　蓮真 大江　侑生 岡部　直斗 三浦　圭人 西山　天晴 春山　幸輝

一心塾 一心塾 鷲龍道場 功道館 明桜塾 鷲龍道場 統道会 茂原武道館

満重　玲奈 髙橋　日和 石井　さくら 鈴木　千遥 黒澤　美柚 高緑　美海 菅谷　葵 高澤　月

明桜塾 勝山会 鷲龍道場 拳夢館 明桜塾 松濤不動塾 明花塾 導技館

堀口　堅護 押田　大暉 小高　悠翔 井伊　歩夢 木本　玲央 髙𣘺　晴道 池田　悠真 鈴木　優希

一心塾 明桜塾 拳栄会大原 健心塾 国武会 協会君津 濤空会 勝山会

澤木　愛月 植田　美桜 佐藤　果歩 宮嵜　柚和 岡田　颯 清水　百椛 増田　柚月 池本　花乃

明桜塾 一友会 内郷館 導技館 大和松濤館 鷲龍道場 昇政塾 制護会

山脇　勇希 中山　碧空 戸村　歩夢 塚本　悠太 武部　颯輝 大島　竜誓 根本　侑 江見　朝陽

葵會館 幸心館 赤穂塾 千葉松濤会 鷲龍道場 鷲龍道場 一心塾 一友会

中山　真理愛 上川　希海　 岡田　晴 西立野　千空 高橋　美結 須賀田　真弥 三木　和奏 須藤　瑛利

勝山会 一心塾 大和松濤館 一友会 仙武会 茂原武道館 国際松濤館 一友会

髙橋　大和 藤田　稜平 降雄　一颯 田中　柊 黒澤　勇翔 作田　誠也 清水　瑠輝 堀越　歩夢

勝山会 葵會館 一友会 仙武会 明桜塾 鷲龍道場 功道館 赤穂塾

獅子田　秋美 太田　紬木 木津　美咲 折井　みく 田澤　苺加 入江　珠紀 渡辺　萌 石川　あい

功道館 鷲龍道場 聖伸館 一友会 制護会 正武漢 松濤不動塾 濤良館

大滝　虹遥 中田　翔也 仲　哲史 友部　力輝 夏目　海斗 前田　優斗 山本　拓叶 鈴木　健太

翔空会 鷲龍道場 一心塾 幸心館 赤穂塾 仙武会 仙武会 拳夢館

倉持　美優花 斉藤　朝花 野中　望央 大野　美桜 村脇　さち 斉藤　野乃 岡部　天美 須賀田　華弥

拳成会 統道会 柏銀空会 昇政塾 一友会 国際松濤館 明桜塾 茂原武道館

小学１年男子形

小学１年女子形

小学２年男子形

平成27年度小学生大会結果（Ｈ27．５．17）

小学２年女子形

小学３年男子形

小学１年女子組手

小学１年男子組手

小学５年女子形

小学６年男子形

小学３年男子組手

小学３年女子形

小学４年男子形

小学４年女子形

小学５年男子形

小学６年女子組手

小学６年女子形

小学５年男子組手

小学５年女子組手

小学６年男子組手

小学２年女子組手

小学２年男子組手

小学４年女子組手

小学４年男子組手

小学３年女子組手



藤樫　くるみ 宮内　愛美 澤木　愛月 植田　美桜

一心塾 功道館 明桜塾 一友会

佐々木　天良 木津　美咲 山本　すず

統道会 聖伸館 昇政塾

倉持　美優花 荒井　夏芽

拳成会 川口会

スーパーシード
小学3年女子組手

スーパーシード
小学５年女子形

スーパーシード
小学年6女子組手


