
大会結果

競技名 優勝 準優勝 第三位 第三位

トゥル 1 幼年 石崎　太晴 松戸 西野　伶 荒川 伊藤　凛之介 梅島

 2 小学1～3年 白帯 関根　隆介 三河島 前田　一蕗 五反野 小山　理心 行徳 川崎　丈晴 台東

3 黄帯 田中　朝姫 立川 金子　恵 荒川 黒澤　大貴 川崎 茂谷　晃汰 台東

4 緑帯 上妻　蒼弥 柏たなか 大野　維月 柏たなか 田原　勇乃 戸田 高松　蘭 柏たなか

5 青赤帯 柴原　依澄 荒川 高妻　芽生 柏たなか 徳永　潤 荒川 牧野　遥空 取手

6 小学4～6年 白帯 小林　新 茅ヶ崎 石川　成海 梅島

7 黄帯 宮崎　紗雪 台東 湯浅　晟 台東 森　美月 荒川 茂谷　竜汰 台東

8 緑帯 鈴木　楓 取手 西川　みず希 西新井 袁　志　龍 荒川 那須　潤哉 越谷

9 青帯 鈴木　孝周 梅島 岡嶋　海翔 名古屋 鈴木　煌大 松戸 佐藤　泰司 鴻巣

10 赤帯（２級） 田中　明璃 立川 朴　美奏 梅島 許　昌太 日暮里 伊藤　萌斗 柏さかさい

11 赤帯（１級） 安藤　真穂 上尾 田村　優将 松戸 高橋　京佑 台東 大野　裕斗 宮原

12 中学 白帯 小林　睦弥 行徳 田中　優陽 中目黒

13 黄緑帯 小柳津　菫 西新井 宮井　初夏 戸田 柏田　遼真 朝霞 中江　瑛仁 柏

14 青帯 谷中　凜 みらい平 浅井　駿吾 名古屋 井村　拓海 名古屋

15 赤帯 相澤　悠飛 綾瀬 安藤　虹晴 茅ヶ崎 石郷岡　蓮 茅ヶ崎 益田　煌生 茅ヶ崎

16 中学男子 黒帯 尾崎　海飛 立川 井上　昌幸 柏たなか 佐々木　凛太 柏たなか 新井　隆浩 荒川

17 中学女子 黒帯 高橋　幸希 台東 鈴木　桧依 取手 櫻庭　緋雛 柏たなか

18 男子 白帯 番場　優斗 西新井 石井　辰栄 西新井 田部　伊久磨 品川 伊藤　涼介 荒川

19 黄帯 古藤　陽人 茅ヶ崎 大六野　良輔 川崎 今泉　颯人 戸田

20 緑帯 根本　惠太 荒川 朴　賛永 朝高

21 青帯 茂呂　直彦 荒川 林　康太 千代田

22 赤帯 鈴木　晴也 取手 大久保　貴章 千代田 植原　甲斐 高崎

23 1段 稲垣　空雅 川崎 松田　拓也 行徳 車　宋珠 朝高 李　尚樹 朝高

24 2段 福田　透弥 松戸 岡野　裕紀 品川 大原　海里 茅ヶ崎 鳥居　脩平 松戸

25 3～4段 橋本　昌典 品川 伊原　和宏 千代田 浜田　享祐 赤羽

26 ベテラン男子 黄緑帯 岩井　力 観音山 尹　ビョンウ 中目黒 茂谷　直慎 台東 小原　大輔 尾久

27 青赤帯 大岡　紀敦 高崎 中村　暢宏 茅ヶ崎 小柴　匠 千代田 青木　宏薫 戸田

28 1段 幸村　究仁男 尾久 金井　和弘 舎人 古藤　彰 茅ヶ崎 吉田　耕三 土浦

29 2～3段 多羽田　典宏 戸田 上野　和紀 青砥 荒井　秀樹 松戸

30 4段 寺島　亮介 松戸 矢部　守重 中目黒 平間　章二郎 茅ヶ崎 江田　弥寿弘 戸田

31 女子 白黄緑帯 岡村　悠生 行徳 河　柚花 朝高 金　愛暎 朝高 関　あかね 赤羽

32 青赤帯 梁　美純 朝高 李　夏林 朝高 三原　月子 中目黒 下山　由理 赤羽

33 1段 堀住　奈央 中目黒 大島　のの花 宮原 小松　玉麻果 赤羽 木村　奏 みらい平

34 2～3段 八木　菜保子 中野 寺島　さゆり 松戸 寺島　杏里 松戸

35 ベテラン女子 黄緑帯 新井　杏奈 高崎 小森　恵美 中目黒 金井　侑子 舎人  朴　サランセミ 舎人

36 青赤帯 永田　絵麻 茅ヶ崎 尾本　広美 戸田 佐宗　有彩 戸田

37 1段 樋口　喜子 目黒 釜萢　七生 中目黒 稲垣　薫 荒川 湯村　光智子 町屋

マッソギ 38 小学男子 １年 田原　勇乃 戸田 黒澤　大貴 川崎

39 ２年 大野　維月 柏たなか 本荘　朝大 柏たなか 髙橋　麟太郎 柏たなか 上妻　蒼弥 柏たなか

40 ３年 牧野　遥空 取手 アンダーソンハル 戸田 新井　陽翔 高崎 徳永　潤 荒川

41 ４年 川合　龍成 柏さかさい 大塚　航大 松戸 伊藤　楓 柏さかさい 鈴木　煌大 松戸

42 １部小学５・６年-50ｋｇ 許　昌太 日暮里 高橋　京佑 台東 菅谷　琉仁 荒川

43 １部小学５・６年+50ｋｇ 田村　優将 松戸 伊藤　萌斗 柏さかさい

44 ２部小学５・６年-30ｋｇ 三枝　璃大 名古屋 湯浅　晟 台東

45 ２部小学５・６年-40ｋｇ 安原　隼 越谷 許　大樹 日暮里 伊藤　類児 茅ヶ崎 横田　輝 台東

46 ２部小学５・６年-50ｋｇ 金　壯宇 日暮里 茂谷　竜汰 台東 岡嶋　海翔 名古屋

47 ２部小学５・６年+50ｋｇ 橋本　優空 松戸 武崎　竜佑 荒川

48 小学女子 １年 北原　由奈 戸田 嶋村　明里 松戸 新井　夏詩 高崎

49 ２年 柴原　依澄 荒川 高松　蘭 柏たなか 秋山　音夢 宮原

50 ３年 石井　歩音 茅ヶ崎 高妻　芽生 柏たなか 岡嶋　亜佳里 名古屋 田中　朝姫 立川

51 ４年 佐々木　羽花 柏たなか 若泉　瑠那 取手 寺澤　蒼巴 川崎 榎本　衣吹 北本

52 １部小学５．６年-30ｋｇ 新井　芽咲 高崎 山本　蒼 松戸



53 １部小学５．６年-40ｋｇ 田中　明璃 立川 櫻庭　由麻 柏たなか

54 １部小学５．６年+40ｋｇ 安藤　真穂 上尾 朴　美奏 梅島 朝烏　菜々美 柏たなか

55 中学男子 １部中学-45ｋｇ 井上　昌幸 柏たなか 石郷岡　蓮 茅ヶ崎 張　圭　誠 戸田 益田　煌生 茅ヶ崎

56 １部中学-55ｋｇ 岩下　善 荒川 佐々木　凛太 柏たなか 尾﨑　海飛 立川 小黒　愛晟 舎人

57 １部中学+55ｋｇ 鈴木　秀和 梅島 桂木　博恒 荒川 清水　颯時 荒川 中村　星太 茅ヶ崎

58 2部中学-55ｋｇ 井村　拓海 名古屋 浅井　駿吾 名古屋 中江　瑛仁 柏

59 中学女子 １部 鈴木　桧依 取手 高橋　幸希 台東 櫻庭　緋雛 柏たなか 佐々木　なお 流山

60 ２部 谷中　凜 みらい平 小柳津　菫 西新井

61 高校男子 １部高校-57ｋｇ 中澤　芯真 台東 李　尚樹 朝高 稲垣　空雅 川崎

62 １部高校-63ｋｇ 江戸　颯冴 川口 鈴木　晴也 取手

63 １部高校+63ｋｇ 福寿　龍之介 茅ヶ崎 車　宋珠 朝高

64 ２部高校-63ｋｇ 今泉　颯人 戸田 朴　賛永 朝高

65 高校女子 　 寺島　さゆり 松戸 木村　奏 みらい平 梁　美純 朝高 李　夏林 朝高

66 有級男子 有級男子-58ｋｇ 大原　海里 茅ヶ崎 三吉　耕平 東松山

67 有級男子-64ｋｇ 根本　惠太 荒川 大久保　貴章 千代田 古藤　陽人 茅ヶ崎 伊藤　祐馬 宮原

68 有級男子+64ｋｇ 茂呂　直彦 戸田 林　康太 千代田

69 有段男子 有段男子-64ｋｇ 伊原　和宏 千代田 福田　透弥 松戸 中村　祐月 茅ヶ崎

70 有段男子-71ｋｇ 岡野　祐紀 品川 浜田　享祐 赤羽 小泉　麟 行徳

71 有段男子+71ｋｇ 趙　英　資 朝大 橋本　昌典 品川 松田　拓也 行徳 鈴木　雄太 松戸

72 ベテラン男子
有段男子-64ｋｇ（シル
バー40）

金井　和弘 舎人 古藤　彰 茅ヶ崎

73
有段男子+64ｋｇ（シル
バー40）

幸村　究仁男 尾久 江田　弥寿弘 戸田 上野　和紀 青砥

74
有級男子-73ｋｇ（シル
バー40）

小柴　匠 千代田 青木　宏薫 戸田 中村　暢宏 茅ヶ崎 大岡　紀敦 高崎

75
有級男子+73ｋｇ（シル
バー40）

小原　大輔 尾久 大塚　航平 松戸

76 ベテラン男子 （ゴールド50) 荒井　秀樹 松戸 吉田　耕三 土浦 茂谷　直慎 台東

77 有級女子 有級女子-52kg 片山　朋 赤羽 下山　由理 島村　綾霞 千代田

78 有級女子+52kg 笹森　麻衣 赤羽 ファルナズ 戸田 王　艶紅 戸田

79 有段女子 有段女子-47ｋｇ 鈴木　小陽 取手 小松　玉麻果 赤羽

80 有段女子-58ｋｇ 宮崎　菜央 新百合 田口　愛理 品川 大島　のの花 宮原 八木　菜保子 中野

81 ベテラン女子 有級女子 永田　絵麻 茅ヶ崎 新井　杏奈 高崎 佐宗　有彩 戸田

82 有段女子-54ｇ 榎本　美央 北本 稲垣　薫 荒川

83 有段女子+54ｋｇ 寺島　杏里 松戸 李　剛 台東 湯村　光智子 町屋

団体トゥル 84 少年の部 松戸A 柏さかさいB 取手

85 成年の部 台東 松戸A 茅ヶ崎

SP 86 幼年 西野　伶 荒川

小学1年 関根　隆介 三河島

87 小学2年男子 山口　凌空 荒川

88 小学2年女子 柴原　依澄 荒川

89 小学3年男子 草野　援造 茅ヶ崎

90 小学3年女子 石井　歩音 茅ヶ崎

91 小学4年男子 鈴木　孝周 梅島

92 小学4年女子 佐々木　羽花 柏たなか

93 小学5年男子 高橋　京佑 台東

94 小学5年女子 朴　美奏 梅島

95 小学6年男子 許　昌太 日暮里

96 小学6年女子 西川　みず希 西新井

97 中学男子 鈴木　秀和 梅島

98 中学女子 高橋　幸希 台東

99 成年男子 岡野　祐紀 品川

100 成年女子 木村　奏 みらい平

少年ＭＶＰ 柴原　依澄 荒川

成年ＭＶＰ 高橋　幸希 台東


