
部門 階級 第１位 第２位 第３位 第３位
小林　楓駕 菊池　勇斗 白井　琉生 山本 龍之介
館林ｼﾞｭﾆｱ ﾌｴﾆｯｸｽ 取手 高田道場

荻野　大河 片岡　大河 松下　明生 伊藤 隆志朗
ﾌｴﾆｯｸｽ リバーサル 松﨑ジュニア 高田道場

吉田　アリヤ 吉野　飛来 真砂　翔星 佐藤　樹
松戸 PUREBRED 松戸ジュニア GOLDEN

菅野　煌大 西尾　瑠公 本田　　　聖 永井　和
RJW/HTW 高田道場 KING'S Jr PUREBRED

金澤　空大 岡本　晴陽
GOLDEN 足利

太田　真蓉 佐々木 力人 菊池　有真 佐々木 里菜
リバーサル 松﨑ジュニア ﾌｴﾆｯｸｽ GOLDEN

菅野　嵐士 秋山　大和 高野　航成 加藤　敦史
ﾌｴﾆｯｸｽ 焼津ｼﾞｭﾆｱ 取手 館林市ｼﾞｭﾆｱ

井上　甲太 木村　彩夏 今村　夏輝 秋山　丈翔
高田道場 リバーサル 柏 焼津ｼﾞｭﾆｱ

時田　一生 冨山　悠真 榎本　雄太 菊地　巧人
焼津ｼﾞｭﾆｱ 取手 アライアンス ひたちなか市

荻野　海志 増田　樹里 田口 幸二郎 高橋　海大
ﾌｴﾆｯｸｽ 沼津 ひたちなか市 焼津ｼﾞｭﾆｱ

岩上 　篤詞 柴田　元 五十嵐　開 金澤　立空
KING'S Jr 高田道場 田島 GOLDEN

杉崎　 鷹汰 朝倉　俊成 菊地　一瑳 小林　久美
KING'S Jr アンジュ 高田道場 千代田

吉田　アラシ 金子　勇翔 岩垂　樹希 金子　晴翔
松戸 アンジュ アライアンス アンジュ

五十嵐 文弥 稲葉　大輝 藤倉　優花 北浦　光晟
高田道場 ﾌｴﾆｯｸｽ 邑楽 ＡＡＣＣ

島谷　真和 廣田　才夏 長谷川 悠成 真砂　翔天
松戸 松戸 GOLDEN 松戸ジュニア

小川　統己 坂本 大悟 後平  広 計良　涼介
小玉 練馬谷原 関宿 RJW/HTW

菅沼　碧久 青柳 善の輔 成島　歩 田中　宙
GOLDKID'S ＡＡＣＣ リバーサル リバーサル

草間　正汰 塩谷　優 奥田　柊王 小沼　 魁成
松﨑ジュニア GOLDKID'S 柏 KING'S Jr

大島　柊 杉崎 　龍一 内山　椋太 山口 勇太郎
GOLDKID'S KING'S Jr アンジュ ＡＡＣＣ

深田　雄智 冨山　一真 久冨　　透 　矢野　力也
ＡＡＣＣ 取手 ひたちなか市 水戸市ﾚｽﾘﾝｸﾞ

小沼 　龍心 鈴木　大樹 保志　直輝 高橋　夢大
KING'S Jr 東海 オータキッズ 焼津ｼﾞｭﾆｱ

佐藤　匡記 福丸　晴大 小澤　聖也
ﾌｴﾆｯｸｽ 小玉 ひたちなか市

山倉　孝介 佐藤　陸 柳井　譲太 新井　裕太
アライアンス 田島 アライアンス 龍ヶ崎

佐々木  修斗 板垣　凛 鴇田　昇大
GOLDEN 松戸 柏

秋山　拓未 大橋　寛介 田口　和樹 吉川　諒
焼津ｼﾞｭﾆｱ リバーサル ひたちなか市 GOLDKID'S

森川　海舟 鈴木　歩夢 根本　元太 吉本　汰輝
高田道場 水戸市ﾚｽﾘﾝｸﾞ 下野ｻﾝﾀﾞｰ PUREBRED

服部　大虎 榊　流斗 稲葉　海人 米澤　凌
水戸市ﾚｽﾘﾝｸﾞ 郡山 ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ

稲葉　洋人 高木　玲 石川　弘人 小澤　優輝
ＡＡＣＣ ＡＡＣＣ 邑楽 だっぺ

松井　滉季 逢坂　悠希 杉田　柊馬 角田　成弘
GOLDKID'S ひたちなか市 PUREBRED さくら市

石黒　隼士 山崎　祥平 滝田　大輝
GOLDKID'S ひたちなか市 滝田道場

長島　光希 吉田　ケイワン 朝倉　智仁 松村　健太
水戸市ﾚｽﾘﾝｸﾞ 松戸 アンジュ アライアンス

笠井　梨瑚 橋本　あすか 清水　星那 藤邊　喜愛
焼津ｼﾞｭﾆｱ 松戸ジュニア 邑楽 東伊豆

片岡　梨乃 小川　玲奈 上野　妹子 高木　愛美
リバーサル 小玉 ゴールド ＡＡＣＣ

佐々木 花恋 高橋 夏々海 高山  凛子 五十嵐 凜
ﾌｴﾆｯｸｽ GOLDKID'S 下野ｻﾝﾀﾞｰ 田島

山根　緑 菅野　萌衣 船津　葵 岡部　ももか
下野ｻﾝﾀﾞｰ RJW/HTW GOLDEN アンジュ

鏡　優翔 鴨志田 梨沙 渡部  桐子
下野ｻﾝﾀﾞｰ 大子ｼﾞｭﾆｱ 田島

須﨑　優衣 太田  若那 吉元 玲美那 末光　杏菜
松戸 リバーサル ＡＡＣＣ 松戸

高安　希姫 小川  祐奈 吉田  早那 下村  杏子
GOLDEN 小玉 邑楽 GOLDKID'S

成国  琴音 飯田  静 杉山  絢海 中島　怜香
GOLDKID'S リバーサル 邑楽 PUREBRED

助川　遥南 茂木　優紀 石﨑　彩夏
ひたちなか市 東伊豆 さくら市
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最優秀選手(沼尻　厚杯)  5・6年の部　服部　大虎（水戸市）

 女子3･4年の部　山根　  緑（下野ｻﾝﾀﾞｰ）    女子5･6年の部　高安　希姫（GOLDEN）
 幼年の部　　荻野  大河（ﾌｴﾆｯｸｽ）　　　1･2年の部　　荻野　海志（ﾌｴﾆｯｸｽ）　　3･4年の部　小川 統己（小玉）　　　　
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