
会場：千葉県武道館
優勝 準優勝 ３位 ４位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 備考

御前　晴 鈴木　健生 石川　泰智 佐藤　憲太 大島　孝太 秋山　諒成 長谷川　匠 齋藤　陽生 氏名

松戸市立栗ケ沢 九十九里町立九十九里 流山市立東深井 旭市立干潟 佐倉市立臼井 千葉市立天戸 富津市立富津 松戸市立第二 団体名

徳永　愛心 古河　蒼波 木津　美咲 西立野　千空 大野　美桜 岡部　天美 井桁　芽香 獅子田　秋美
千葉市立貝塚 九十九里町立九十九里 木更津市立木更津第一 八千代市立萱田 浦安市立日の出 市川市立第一 茂原市立茂原 千葉市立貝塚
高橋　大和 仲　哲史 大島　竜誓 大滝　虹遥 千葉　優汰 中田　翔也 荻野谷　僚太 清水　悠斗
翔凛 木更津市立太田 千葉市立千城台南 浦安市立高洲 木更津市立太田 千葉市立千城台南 千葉市立貝塚 柏市立酒井根
荒井　夏芽 齊藤　朝花 萩原　沙羅 倉持　美優花 上川　希海 飯田　ゆず 渡邊　優菜 徳永　愛心
印西市立船穂 松戸市立河原塚 市川市立塩浜学園 野田市立二川 木更津市立清川 千葉市立山王 市原市立東海 千葉市立貝塚
九十九里町立九十九里 富津市立富津 浦安市立富岡 浦安市立明海

麗澤Ａ 成田高等学校付属 白子町立白子 麗澤Ｂ

木更津市立太田 千葉市立千城台南 千葉市立おゆみ野南 成田市立大栄

千葉市立貝塚 木更津市立木更津第一 木更津市立清川 一宮町立一宮

岡本　拳 池田　慈恩 髙橋　飛羽 秋葉　匠吾 桑野　寛太 皆川　貴彦 雑賀　晴士 島村　立也
拓殖大学紅陵 秀明八千代 拓殖大学紅陵 秀明八千代 秀明八千代 麗澤 敬愛学園 麗澤
清水　音乃 萩山　七帆 道本　理央 鈴木　香穂
秀明八千代 秀明八千代 拓殖大学紅陵 秀明八千代
宮崎　光 渡辺　大生 熊川　遼 中村　赳大 加藤　和真 村井　慶太郎 桑野　寛太 根本　力也
拓殖大学紅陵 日本体育大学柏 秀明八千代 秀明八千代 秀明八千代 拓殖大学紅陵 秀明八千代 秀明八千代
嶋田　さらら 稗田　麻尋 鈴木　香穂 萩山　七帆 赤松　美希 寺岡　愛奈 小林　恵奈 吉田　萌笑
秀明八千代 秀明八千代 秀明八千代 秀明八千代 拓殖大学紅陵 拓殖大学紅陵 日本体育大学柏 拓殖大学紅陵
清和田　雅美 北川　空
一友会 秀明八千代高等学校

多田野　彩香 留目　すみれ
八正道 拓殖大学紅陵
植草　歩 三浦　彩
日本体育大学柏高等学校 千葉工業大学
本　一将 神子　靖和 獅子田　夏希 本　龍二
拓殖大学紅陵 木更津総合高校 千葉商科大学 拓殖大学紅陵
池澤　元太 杉本　一輝 田村　典大 山鹿　あたる 高梨　拓海 小泉　謙士郎 木村　隼斗 中村　啓人
国際武道大学 統道会 勝山会 和道流船橋 麗澤大学 木更津総合高等学校 千葉工業大学 導技舘
鈴木　舜士 宮崎　佑介
拓殖大学紅陵 拓殖大学紅陵
大井　達也 渡邉　健太 富田　大作 内山　弘基 内田　雄大 徳丸　和馬 高木　勇輝 原田　直人
千葉拳成会 空手道一心塾 拓大紅陵 大義道 千葉工業大学 正武徳殿紘武会 香取剛柔会 麗澤大学
拓殖大学紅陵 木更津総合高校ＯＢ

千葉拳成会 制護会

マスターズ男子組手４０～４９日坂　栄司 川崎　哲史 方波見　大 根本　洋二 矢本　幸文 海江田　克夫 横山　諦元 藤田　力
和道流船橋 克真館 和道流船橋 明桜塾 千葉県警 松濤塾 拳成会本部 制護会

マスターズ男子組手５０～５９加瀬　龍志 白井　剛 川崎　貴志 小野　勝弥
和道流船橋 誠心会 茂原

マスターズ男子組手６０以上小山　孝一 十文字　佐太吉 石井　秀夫
協会北総 十空会 制護会

マスターズ男子形４０～４９ 横山　諦元 米澤　正浩 廣畑　満義 藤田　力
拳成会本部 剛柔会船橋 神武会 制護会

マスターズ男子形５０～５９ 西谷　健佑 小野　勝弥 深野　雅幸 銀杏　達也
濤西会 茂原 拳佑会 剛柔会船橋

マスターズ男子形６０以上 鬼澤　五郎 小山　孝一
鬼澤道場 協会北総

マスターズ女子組手３５～４４小池　陽子 奥野　麻衣美 名倉　佐理 川路　飛鳥
明桜塾 仙武会 和道流船橋 協会北総

マスターズ女子組手４５以上五十嵐　利恵 秋葉　直子 横山　正代 斉藤　師保
一友会 拳剛会東金九十九里 誠心会 誠心会

マスターズ女子形３５～４４ 小池　陽子 佐藤　久美子 川路　飛鳥 石井　景子
明桜塾 真錬会 協会北総 濤拳会

マスターズ女子形４５以上 井上　良江 雑賀　弘美 有田　由美夏 秋葉　直子
濤良館 昇政塾 ＳＫＩＦ習志野 剛柔会東金
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中学男子団体形

中学女子団体形

中学男子団体組手

中学女子団体組手

中学男子個人形

中学女子個人形

少年男子個人形

少年女子個人形

少年男子個人組手

少年女子個人組手

中学男子個人組手

中学女子個人組手

男子団体組手

成年女子個人形

成年女子個人軽量組手

成年男子個人形

成年男子軽量級個人組手

成年男子中量級個人組手

成年男子重量級個人組手

成年女子個人重量組手

男女団体形


