
初心の部

幼年（男女混合） 山田　琉生 （正樹道場） 徳田　一颯 （武奨館吉村） 泉　夢希 （正樹道場） 中村　晴 （極真浜井石川）

小学１年（男女混合） 谷内坂　塁 （極真浜井派石川） 髙野　佳輔 （極真浜井石川） 嶋　勇人 （極真浜井石川） 宮口　央獅 （極真浜井石川）

小学２年（男女混合） 宮本　大輝 （極真浜井石川） 西部　愛華 （極真坂本福井） 中森　鼓童 （士衛塾石川） 川井　輝 （士衛塾石川）

小学３年（男女混合） 髙島　碧 （武奨館吉村） 鈴木　輝 （清凛館） 塩屋　りく （嶋田塾）

小学4年（男女混合） 吉田　駿平 （清凛館） 堀川　莉桜奈 （正樹道場） 玉作　柚乃 （正樹道場）

小学5年（男女混合） 山田　照 （正樹道場） 平田　悠翔 （政浦道場）

小学６年（男女混合） 竹下　桜芯 （武奨館吉村）

初級の部

幼年（男女混合） 齊藤　大翔 （七州会） 木田村　蓮飛 （士衛塾石川） 岩井　騰己 （桜塾）

小学１年男子 上野　煌騎 （昇心塾） 佐々木　奨真 （桜塾） 山本　新大 （空會舘） 加藤　睦 （空會舘）

小学２年男子 山城　愛夢琉 （清凛館） 橋野　維吹 （正樹道場） 齊藤　翔和 （七州会） 坪内　慶真 （極真浜井石川）

（ベスト８） 稲石　凛斗 （桜塾） 永川　心絆 （武心会） 潮津　敢太 （武心会） 澤田　柊真 （極真坂本福井）

小学３年男子 山口　勇汰 （清凛館） 道下　敬弘 （桜塾） 本山　大尊 （佐藤道場） 馬場　十太 （清凛館）

（ベスト８） 織田　琥十六 （武心会） 堀川　省一 （正樹道場） 遠藤　幹太 （桜塾） 中村　弥 （正樹道場）

小学４年男子 伊藤　康修 （桜塾） 茂森　南実 （桜塾） 髙島　龍馬 （極真坂本福井） 中　旺世 （正樹道場）

（ベスト８） 永川　翔絆 （武心会） 永川　耀絆 （武心会） 河崎　琉稀 （武心会） 升井　結規 （武心会）

小学５年男子 木戸　統心 （桜塾） 藤井　駿太朗 （桜塾） 原田　燎明 （桜塾） 稲石　豪斗 （桜塾）

（ベスト８） 林　清正 （眞琉會） 中山　蓮希 （中山道場） 鈴木　希 （清凛館） 田近　優翔 （尚道館）

小学６年男子 鈴木 哉向 （桜塾） 下野　聡介 （清凛館） 井手上　莉己 （桜塾） 張田　斗愛 （空柔館）

中学男子 山本　琉世 （七州会） 青木　望亜 （空會舘）

小学１年女子 守田　瑠璃子 （極真浜井石川）

小学２年女子 三谷　明愛 （七州会） 生田　瑚青 （清凛館） 大友　湖々 （眞琉會）

小学３年女子 下野　いろは （清凛館） 香城　采花 （極真浜井石川）

小学４年女子 田島　里紗 （桜塾） 三谷　愛來 （七州会）

小学5年女子 乾　那帆 （正樹道場）

中学女子 川端　春菜 （昇心塾） 菊田　芽衣 （正樹道場）

上級の部

幼年・男子 桝田　智也 （極真浜井石川） 白数　豹雅 （昇心塾） 田中　凛生 （昇心塾） 青木　琉亜 （空會舘）

小学１年男子 藤原　熙乃 （空會舘） 表地　力翔 （桜塾） 京口　竜汰 （聖心會） 後山　礼晟 （士衛塾石川）

小学２年男子 島岡　蓮 （極真浜井石川） 金曽　将人 （極真浜井石川） 藤田　莉王 （ＬＡ藤田） 三ツ山　晴智 （極真坂本福井）

小学３年男子２７㎏未満 表地　海翔 （桜塾） 河合　琉月 （大上會） 伊藤　快汰 （桜塾）

小学３年男子２７㎏以上 尾﨑　威心 （七州会） 坂井　風天 （極真浜井石川） 川端　英太朗 （桜塾） 東力　伊織 （ＬＡ藤田）

小学４年男子３０㎏未満 川上　勇真 （極真浜井石川） 大谷内　洸 （桜塾） 山本　恋次 （空會舘）

小学４年男子３０㎏以上 濱　佑輝 （桜塾） 田井中　秀 （桜塾） 本松　大芽 （空會舘） 長山　拳悟 （正樹道場）

小学５年男子３５㎏未満 村上　雄哉 （聖心會） 柳田　凌央 （桜塾） 松本拓己 （烈士塾） 伊藤　大稀 （桜塾）

小学５年男子３５㎏以上 小島　蕉也 （桜塾） 奥村　勇仁 （士衛塾石川） 山本　琉士郎 （中山道場） 丸茂　拓登 （七州会）

小学６年男子（４０㎏未満） 谷口　遼磨 （聖心會） 濱　航希 （桜塾） 村田　風我 （桜塾） 西野　信次郎 （桜塾）

（ベスト8） 鎌倉　颯亮 （極真浜井石川） 吉岡　将斗 （桜塾） 鈴木　騎士 （桜塾） 瀬尾　旺文 （桜塾）

小学６年男子（４０㎏以上） 平倉　達哉 （桜塾） 奥村　珀斗 （武奨館吉村） 西ケ迫　春人 （男塾） 田中　陽彩 （学心会）

（ベスト8） 東　佑來 （武奨館吉村） 池田　瑛都 （極真浜井石川） 白浜　蓮清 （聖心會） 加藤　陽生 （空會舘）

中学1年男子（42㎏未満） 京口　総勝 （聖心會） 正木　翔夢 （七州会） 桐原　歩夢 （世界闘英館）

中学1年男子（５２㎏未満） 各務　壮祐 （極真浜井愛知） 伊藤　開 （真誠塾） 澤　洸太朗 （武奨館吉村） 大野　朔太郎 （武奨館吉村）

中学1年男子（52㎏以上） 浦山　竜精 （武奨館吉村） 本杉　一颯 （立志会） 丸茂　雄太 （七州会）

中学2～３男子（４７kg未満） 渡辺　龍輝 （士衛塾石川） 渡邊　大德 （聖武会館） 大澤　唯雅 （神谷塾）

中学２～3男子（57㎏未満） 山川　慧大 （真誠塾） 田淵　海 （七州会） 川口　一護 （武奨館吉村）

中学2～3男子（５７㎏以上） 藤田　琥也 （桜塾） 中谷　栄翔 （正樹道場）

高校男子（60㎏未満） 岩永　勝亮 （桜塾） 濱　太樹 （桜塾）

高校男子（７０㎏未満） 秋山　蓮 （中山道場） 中山　星音 （桜塾）

幼年女子 奥村　亜瑠真 （極真中崎） 冨田　和花 （桜塾）

小学1年女子 尾﨑　心秦 （七州会）

小学2年女子 奥村　瑠依真 （極真中崎） 冨田　華帆 （桜塾） 服部　愛夢 （佐藤道場）

小学3年女子 水岡　緒花 （極真浜井石川） 竹中　希羽 （桜塾） 鹿肝　碧依 （極真浜井石川）

小学4年女子（30㎏未満） 中島　初椛 （空會舘） 代　靖睿 （桜塾） 中村　吏杏 （新誠會）

小学4年女子（30㎏以上） 金曽　梨子 （極真浜井石川） 田口　柚衣 （波導館）

小学5年女子（35㎏未満） 山本　乃愛 （七州会） 綛谷　真彩 （聖心會） 権出　小春 （聖心會）

小学5年女子（35㎏以上） 小坂　鈴乃 （正樹道場） 我那覇　優羽 （七州会）

小学6年女子（40㎏未満） 丸本　依央奈 （桜塾） 野嶋　紗 （新誠會） 馬場　うか （清凛館） 加藤　愛琉 （森道場）

小学6年女子（40㎏以上） 廣嶋　美里愛 （桜塾）

中学1年女子（43㎏未満） 西山　空那 （空會舘） 神田　桃香 （聖心會） 奥村　幸美 （心想流和田）

中学1年女子（43㎏以上） 酒井　希羽 （七州会）

中学２～3年女子（43㎏未満） 下野　真央 （清凛館） 岩永　唯伽 （桜塾）

中学２～3年女子（50㎏未満） 岩口　紗藍 （清凛館） 指江　咲妃 （正樹道場）

中学２～3年女子（50㎏以上） 成田　薫実 （七州会）

高校女子（48㎏未満） 粥川　愛菜 （桜塾）

高校女子（55㎏以上） 渡辺　小春 （武奨館吉村） 丸山　瑞希 （拳聖塾）

MVP
初心（男女混合） 谷内坂　塁 （極真浜井石川）

初級 木戸　統心 （桜塾） 下野　いろは （清凛館）

上級 山川　慧大 （真誠塾） 下野　真央 （清凛館）
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第4回　正樹杯空手道選手権大会  結果


