
会場：千葉県武道館

形 優勝 準優勝 ３位 ３位 ５位 ５位 ７位 ７位 備考

森 睦太 松田 凛 継山 結友 嶌津 碧人 野間 丈士郎 舛田 一心 種谷 琉真 柴﨑 道那人 氏名

濤空会 明桜塾 蒼凜会 聖伸館 協会北総 千葉拳成会 統道会 統道会 団体名

平田 紗楽 織戸 鳳乃香 東 侑寿 砂川 結衣 若梅 姫織 山口 來杜 高橋 那緒 菊地 七夢

一宮 拳剛会千葉 国際勝正館 昇政塾 国際勝正館 澤木道場 国際勝正館 濤空会

川岸 丈一郎 渡部 拳成 宮崎 蓮 浅野 志佑 廣瀬 環 石原 湊斗 齋藤 旭 石井 颯泰

明武会 剛柔会船橋 明桜塾 濤良館 千葉松涛会 真晴会 一友会 聖伸館

池澤 杏南 永井 汐織 神馬 朱桜 櫻井 結月 四ノ宮 紅恩 市之瀬 香代 吉田 湊海 宇野 瑞徠

茂原武道館 明武会 一宮 拳剛会東金 ＪＫＳ鴨川 功道館 大義道 一宮

松下 真明 福原 新 依田幹也 間瀬 太陽 鈴木 舷太 渡邉 陸外 相川 直哉 藤元 将来

一友会 一友会 明武会 三田空手 拳夢館 聖伸館 勝山会 明武会

森 愛梨 織戸 日葵 松永 つかさ 大窪 優菜 若梅 美寿 岩村 夏美 金子 來実 鈴木 望来

昇政塾 拳剛会千葉 三田空手 澤木道場 国際勝正館 一友会 国際勝正館 千葉拳成会

今村 光汰 岡本 泰青 加々美 真洋 松本 皓真 谷 映音 小山 諒 関 佳那大 齋藤 陽輝

聖伸館 明武会 ＭＮＲ 明武会 一友会 協会北総 国際勝正館 一友会

神馬 季桜 野村 莉子 江口 美緒里 中村 栞緒 羽部 しいか 森 千遥 野田 彩叶 栗原 花梨

一宮 国際勝正館 稲毛不動塾 茂原武道館 拳剛会千葉 茂原武道館 昇政塾 誠武会千葉

毛屋 優凜 田口 考宇 森 絆太 相川 央佑 木村 海翔 佐藤 憲祐 平良 怜史 金子 陽紀

明武会 一友会 濤空会 勝山会 拳剛会千葉 国際勝正館 明武会 協会君津

波多野 唯花 江野澤 愛海 黒川 羽衣 岸本 陽愛 鎌田 琥珀 佐藤 万理子 矢口 望葵 酒井 渚

聖伸館 聖伸館 一友会 真晴会 昇政塾 制護会 協会北総 一宮

澤 颯冴 今村 拓人 松下 真大 遠藤 柊和 藤元 充樹 西川 航太 加々美 湊友 遠藤 蓮

明武会 聖伸館 一友会 協会日大 明武会 ＪＫＳ鴨川 ＭＮＲ 八千代神武会

斉藤 那奈 大山 優芽 都築 広夢 岩本 千佳 小沼 璃麻菜 小髙 よつは 岩佐 夏帆美 松田 晴

一友会 国際勝正館 一心塾 一友会 拳剛会千葉 明桜塾 一宮 明桜塾

村越 翠空 神馬 季桜 - - - - - -

一友会 一宮 - - - - - -

西塚 愛純 斉藤 那奈 - - - - - -

三田空手 一友会 - - - - - -

聖伸館 一友会 ＭＮＲ 拳剛会千葉 - - - -

一宮 一心塾Ａ 明桜塾 一友会 - - - -

組手 優勝 準優勝 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ５位 備考

柴﨑 道那人 舛田 一心 米通 雄貴 熊谷 理玖 中川 翔葵 桑原 稜大 柴山 昊征 田村 総一郎

統道会 千葉拳成会 大義道 大義道 功道館 大義道 千葉拳成会 一道塾

監物 葵 平本 はんな 中村 心美 保田 結衣 藏根 鈴 畠山 美紀 菊地 七夢 羽部 ゆうさ

一心塾 濤良館 個人参加 千葉拳成会 拳夢館 拳夢館 濤空会 拳剛会千葉

溝上 桔平 酒井 詩温 吉田 春弥 石原 湊斗 齋藤 旭 宮崎 蓮 渡部 拳成 佐藤 七音

統道会 大義道 鷲龍道場 真晴会 一友会 明桜塾 剛柔会船橋 正武館

吉田 湊海 市之瀬 香代 神馬 朱桜 草野 絢香 菱沼 こころ 田所 詞 上村 桜月 池澤 杏奈

大義道 功道館 一宮 一心塾 明桜塾 千葉拳成会 健心塾 茂原武道館

沼津 青夏 池田 諒真 張替 翔太 岡本 遥斗 櫻井 靖大 金子 家士 大野 晴都 福岡 凛之佑

葵會館 濤空会 大義道 仙武会 健心塾 明桜塾 国武館 勝山会

千葉 和奏 鈴木 望来 名和 愛莉 柴崎 紗那 大窪 優菜 織戸 日葵 太田 結菜 櫻井 瑛美

仙武会 千葉拳成会 功道館 統道会 澤木道場 拳剛会千葉 仙武会 健心塾

加々美 舷貴 太田代 心翔 増田 一成 櫻井 光希 釘野 義絆 及川 和怜 加々美 真洋 島田 啓斗

ＭＮＲ 功道館 統道会 仙武会 仙武会 八千代神武会 ＭＮＲ 松濤不動館

武部 晶 萩原 姫羅 村越 翠空 八幡 紗希 中村 栞緒 中尾 唯乃 八幡 真希 菊池 瑠奈

葵會館 大義道 一友会 明花塾 茂原武道館 仙武会 明花塾 鷲龍道場

真田 晴斗 塚 蒼真 溝上 夏向 平安名 琉 黒川 東誠 能登 結孝 藤 柾志 森 絆太

勝山会 大義道 統道会 一心塾 黒川道場 濤良館 千葉拳成会 濤空会

森 楓 川辺 凪紗 廣盛 花音 繪面 俐乃 峯 菜月 江見 陽依 伊藤 望都 山田 咲弥

仙武会 統道会 一心塾 濤空会 濤空会 一友会 大義道 統道会

稲田 啓 髙山 隼之介 齊藤 陸絃 林 天翼 市村 成 田中 寛右 淺沼 快理 髙橋 洸毅

仙武会 功道館 一心塾 大義道 千葉拳成会 鷲龍道場 明桜塾 黒川道場

柴﨑 妃那 森 茜 竹中 夏海 長塚 莉瑛 井野 心晴 岩佐 夏帆美 村田 海花 小高 よつは

統道会 仙武会 明桜塾 大義道 一友会 一宮 勝山会 一宮

中川 希愛 柴﨑 妃那 - - - - - -

功道館 統道会 - - - - - -
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