
小学１・２年男子 中野 光彬 松濤明武会 川本　実頼 国際勝正館 長濱　遼 誠明館 早川　新大 誠明館 田中　心 武村塾 田代　大翔 錬心会 掛園　航矢 技徳会　掛園道場 出村 琉生人 松濤明武会

小学３・４年男子 小松　俊也 横浜空手倶楽部 高橋　岳 誠明館 佐々木　陽来 統道会 石塚　颯 誠明館 高梨　晴 誠明館 内田　勇輝 拳勝館　六会支部 藤井　誉 誠明館 佐藤　我空 櫻空山梨

小学５・６年男子 徳井　亮介 技徳会　掛園道場 小林　慶大 横浜空手倶楽部 丹野　叶夢 拳勝館　茅ヶ崎支部 久保木　祐斗 仁　武　館 水村　綾太 武村塾 倉上　晴希 錬心会 安齋　晴琉 拳勝館　六会支部 佐々木　夕祐 武村塾

中学生男子 赤坂　風太 誠明館 桑野　寛太 秀明八千代中学校 駒津　颯 誠明館 関根　将 日本空手道会　泉支部 笠井　錬 拳勝館本部 鈴木　勇憂 明誠会 田中　隆 武村塾 石合　尊貴 誠明館

小学１・２年女子 中村　優渚 拳勝館　茅ヶ崎支部 木元　逢桜 拳勝館　六会支部 大野 紗和 松濤明武会 広瀬　みのり 櫻空塾

小学３・４年女子 片山　湖悠 誠明館 川本　愛桜 国際勝正館 岡崎　梓 拳勝館本部 石塚　美沙綺 剛和会 渡辺　笑理 武村塾 渡邉　くるみ 大義道 田中 みのり 松濤明武会 田中　あこ 桜空山梨

小学５・６年女子 佐々木　天良 統道会 与那城　結 武村塾 大島　未咲 誠明館 島　梨々紗 修徳塾茅ヶ崎 橘田　菜々美 修徳塾茅ヶ崎 高柳 瑞希 松濤明武会 金高　果 新井塾 藤井　雅 誠明館

中学生女子 森下　鈴 西谷道場 板山　あいす 英空会 古武 よつ葉 松濤明武会 花岡　瑠菜 千葉松濤不動館

小学１・２年男子 金子 元 松濤明武会 矢内　良誠 広野みかんクラブ 中山　流歌 長崎道場 山田　啓虎 長崎道場 敷井 賢介 松濤明武会 粟原 大翔 松濤明武会 根岸　　尊 正友会 掛園　航矢 技徳会　　掛園道場

小学１・２年女子 小俣　千晴 桜空山梨 川上　心那　 正友会 中村　咲陽 誠明館 佐藤　莉々 桜空山梨 　 　 　 　 　 　 　 　

小学３・４年男子 中村　太耀 桜空山梨 鈴木　空凌 拳勝館　茅ヶ崎支部 塚　蓮真 大義道 新井　秋音 技徳会　　掛園道場 森　竜之介 誠明館 原　光太朗 富山日新館 秋山　慧旬 千葉松濤不動館 氏家　健心 大義道

小学３・４年女子 稲田 直 仙武会 渡辺　笑理 武村塾 山口　桃果 誠明館 穐野　愛星 英　心　館　 山口　麗 拳勝館　六会支部 田中　あこ 桜空山梨 今野　美希 桜志会　牛久道場 片山　湖悠 誠明館

小学５・６年男子 中野 稜大 仙武会 石浦　旭陽 錬心会 山田　奏来 千葉桜空塾 山本　脩斗 富山日新館 佐藤　波空 桜空山梨 稲田 舜 仙武会 小林　虎太郎 錬心会 桜庭　希実 修徳塾茅ヶ崎

小学５・６年女子 関原　愛 桜空山梨 醍醐　泉水 成徳会赤門道場 赤野　梢夏 錬心会 吉田　蒼生 千葉桜空塾 朝倉　玲菜 日誠会 横山　　遙 国立会 佐々木　天良 統道会 井橋　咲枝 新井塾

中学1年男子 星野　恵佑 取手第二中学校 駒津　颯 誠明館 田中　我若 桜空山梨 菊池　徳大 西谷道場 臼井　颯汰 誠明館 塩島　遥希 正友会 大久保　開知 英　心　館　 出嶋　颯 西谷道場

中学生女子 石井　菜南子 拳勝館本部 山下　怜子 桜空山梨 三島　桜妃 富山日新館 杉本　ゆり 桜空山梨 杉田　菫 長崎道場 石塚　藍梨 紫空会 篠原　鈴乃 正友会 大塚　美波 相洋中学校

中学２・３年男子 出羽　遼太郎 英　心　館　 山口　聖也 桜空山梨 赤坂　風太 誠明館 桑野　寛太 秀明八千代中学校 勝野　真夏 東洋大学付属牛久中学校 今村　颯 拳勝館　六会支部 仁杉　郁貴 取手第二中学校 舟橋　陽生 西谷道場

高校生男子 酒井　寛太 横浜創学館高等学校 吉田　翔太 栄北高等学校 茅野　洸貴 若女井道場 吉岡　夕雅 横浜創学館高等学校 髙永　海都 若女井道場 押田　海斗 花咲徳栄高等学校 湯原　辰光 東洋大牛久高等学校 藤原　丈士 東洋大牛久高等学校

高校生女子 千葉　美月 御殿場西高等学校 佐藤　遥風 御殿場西高等学校 成宮　光咲 光明学園相模原高等学校 佐合　みなみ 御殿場西高等学校 中山　雅深 帝京高等学校 松岡　萌未 光明学園相模原高等学校 南保　空花 帝京高等学校 加藤　優花 若女井道場

高校生男子

高校生女子 御殿場西 花咲徳栄 相洋岐阜商業

御殿場西B
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横浜創学館

第５回桜空杯争奪全国空手道選手権大会 結果表 
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