
形の部

一位 二位 三位 敢闘賞4 敢闘賞5 敢闘賞6 敢闘賞7 敢闘賞8

幼年男女 菅 真衣嘉(神空会) 佐藤 遙人(秦野西) 飯島 祥亜(横須賀北) 田中 一輝(都筑) 山野 碧(都筑) 加藤 聖恩(横浜西) 柴山 明日香(本牧) 角川 純渚(西湘)

小学一年男子 ﾀﾝﾎﾟｽ悠人(茅ヶ崎) 磯野 航平(高森) 太田 和磨(神空会) 佐藤 那津樹(横浜中央) 笹田 凌至(横浜中央) 梅田 啓多(横浜西) 福永 剛(長津田) 佐竹 悠(神空会)

小学二年男子 吉井 康介(神空会) 熊澤 翔太(平塚北) 齊藤 瞬(横浜) 北村 優樹(中原) 大舘 琉夏(横須賀北) 安田 青生(伊勢原) 大尾 誠志郎(長津田) 工藤 颯人(茅ヶ崎)

小学三年男子 大木 庵(茅ヶ崎) 原 樹佑(相州二宮) 榊原 聖冬(戸塚) 田中 将輝(横浜西) 佐藤 那映(横浜中央) 坂谷 将仁(横浜中央) ソボレフ 優吏(川崎) 猪狩創一郎(秦野西)

小学四年男子 小島 壮大(戸塚) 矢野 義貴(横浜中央) 児玉 翼(茅ヶ崎) 長谷川 晃也(相空館) 小原 侑叶(伊勢原) 齋藤 真翔(清川) 川口 竜(戸塚) 紺野 成登(西湘)

小学五年男子 橋本 駿太郎(横浜) 小島 航太(伊勢原) 内野 雄一朗(相空館) 清水 幸生(横浜) 筒井 海斗(川崎) 青山 海晴(横浜西) 吉田 圭吾(川崎) 中島 渉(横浜西)

小学六年男子 神山 晃大(茅ヶ崎) 斎藤 優稀(中原) 新木 康介(伊勢原) 中村 快(平塚北) 木下 倭斗(伊勢原) 早川 航平(伊勢原) 吉岡 優希(伊勢原) 山本 蒼太郎(西湘)

中学生男子 松尾 明日香(平塚北) 山田 純輝(伊勢原) 岩見 空(神空会)

高校生・一般男子(四級以下) 梅田 多一(横浜西) 八木 俊介(秦野西) 上野 翔平(相州二宮) 堀口 英司(平塚北) 鈴木 智士(秦野西)

高校生・一般男子(三級以上) 内野 学(川崎) 上野 雄鋭(横浜西) 髙橋 雅明(伊勢原) 小野 正人(横浜) 高橋 英樹(西湘) 井上 朗(中原) 足立 明彦(秦野西)

小学一二年女子 平田 埜乃果(横浜中央) 中嶋 心春(高森) 内野 純佳(川崎) 岩渕 瑤子(高森) 大木 眞秀(茅ヶ崎) 槇野 柚月(伊勢原) 石毛 杏菜(川崎) 持田 百恵(横浜西)

小学三四年女子 槇野 杏月(伊勢原) 田中 俐帆(伊勢原) 吾妻 美佳(茅ヶ崎) 山田 莉穂(茅ヶ崎) 佐藤 凛(秦野西) 一石 姫那(神空会) 佐藤 來雪(中原) 嘉数 璃佐(都筑)

小学五六年女子 綿貫 沙紀(横浜) 竹之内菜月(西湘) 内野 愛心凜(相空館) 奥海 彩乃(戸塚) 角野  晴香(横浜) 吉田 琴音(横浜中央) 大木 楓(茅ヶ崎) 角川 波暖(西湘)

中学生女子 藤井 双葉(横浜) 臼井ゆり子(西湘) 岩見 海(神空会) 改木 美奈(秦野西) 菊地 智代(中原) 千葉さくら(西湘) 渡辺 萌果(秦野西)

高校生・一般女子(四級以下) 橋本 遥(横浜) 富田 佳純(戸塚) 皆川 そら(長津田) 三谷 侑紀(長津田) 沓掛 栄子(神空会) 藤田 美奈子(都筑) 二ツ山 安恵(都筑)

高校生・一般女子(三級以上) 澤口恵理子(戸塚) 吉岡利江子(伊勢原) 大関 悦子(中原) 稻岡 未知伽(秦野西) 梶野 悠梨奈(秦野西)

親子形一部 澤口ファミリー(戸塚) 安保ファミリー(横浜9 相田ファミリー(中原) 内野ファミリー(川崎) 生沼ファミリー(秦野西) 土肥ファミリー(中原)
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組手の部

一位 二位 三位 敢闘賞4 敢闘賞5 敢闘賞6 敢闘賞7 敢闘賞8

幼年男女 菅 真衣嘉(神空会) 佐藤 遙人(秦野西) 田中 一輝(茅ヶ崎) 塩見 礼葉(中原) 山野 碧(都筑) 佐伯 飛勇(伊勢原) 飯島 祥亜(横須賀北) 加藤 聖恩(横浜西)

小学一年男子 ﾀﾝﾎﾟｽ悠人(茅ヶ崎) 太田 和磨(神空会) 磯野 航平(高森) 佐竹 悠(神空会) 福永 剛(長津田) 佐野 拓斗(相空会) 梅田 啓多(横浜西) 渡井 大誠(横浜西)

小学二年男子 吉井 康介(神空会) 大館　流夏(横須賀北) 北村 優樹(中原) 斎藤　瞬(横浜) 堀口　晴(平塚北) 高橋 昊太(茅ヶ崎) 野間 翔太(長津田) 島 恭介(長津田)

小学三年男子 大木 庵(茅ヶ崎9 佐藤 廉(高森) 佐野 零樹(相空館) 大関 春貴(中原) 本田 悠人(茅ヶ崎) 山本遼太郎(横浜) 鈴木 諒(茅ヶ崎) 田中 悠翔(秦野西)

小学四年男子 小島 壮大(戸塚) 小林 蓮太(横浜) 長谷川 晃也(相空館) 齋藤 真翔(清川) 三浦平太郎(本牧) 矢野 叶(秦野西) 高橋 郁登(西湘)

小学五年男子 川田 貴大(横浜西) 橋本 駿太郎(横浜) 青山 海晴(横浜西) 英 光(横浜) 小島 航太(伊勢原) 内野 雄一朗(相空館) 河原 羽崇貴(伊勢原) 中島 渉(横浜西)

小学六年男子 神山 晃大(茅ヶ崎) 新木 康介(伊勢原) 早川 航平(伊勢原) 吉岡 優希(伊勢原) 木下 倭斗(伊勢原) 中村 快(平塚北) 松村 樹皐(西湘) 山本 蒼太郎(西湘)

中学生男子 岩見 空(神空会) 松尾 明日香(平塚北)

高校生・一般男子(四級以下) 梅田 多一(横浜西) 上野 翔平(相州二宮) 八木 俊介(秦野西) 堀口 英司(平塚北) 鈴木 智士(秦野西)

高校生・一般男子(三級以上) 上野 雄鋭(横浜西) 井上 朗(中原) 小野 正人(横浜) 髙橋 雅明(伊勢原) 高橋 英樹(西湘)

小学一二年女子 岩渕 瑤子(高森) 内野 純佳(川崎) 平田 埜乃果(横浜中央) 中嶋 心春(高森) 大木 眞秀(茅ヶ崎) 紺野 玲七(西湘) 渡辺 琉衣(相模原) 石田 夏稀(横須賀北)

小学三四年女子 槇野 杏月(伊勢原) 栁川 葵(茅ヶ崎) 日向野 にいな(秦野西) 佐藤 來雪(中原) 嘉数 璃佐(都筑) 希代 杏奈(戸塚) 梶田 美葵(西湘) 高田 小春(相模原)

小学五六年女子 角野  晴香(横浜) 村手 理花(伊勢原) 角川 波暖(西湘) 大木 楓(茅ヶ崎) 竹之内菜月(西湘) 内野愛心凜(相空館) 鈴木 珠友(横浜) 吉田 琴音(横浜中央)

中学生女子 菊地 智代(中原) 岩見 海(神空会) 臼井ゆり子(西湘) 渡辺 萌果(秦野西) 千葉 さくら(西湘) 改木 美奈(秦野西)

高校生・一般女子(四級以下) 橋本 遥(横浜) 三谷 侑紀(長津田) 富田 佳純(戸塚) 沓掛 栄子(神空会) 皆川 そら(長津田) 二ツ山 安恵(都筑) 藤田 美奈子(都筑)

高校生・一般女子(三級以上) 吉岡 利江子(伊勢原) 澤口 恵理子(戸塚) 稻岡 未知伽(秦野西)

家族形の部

ほのぼの賞 ラブリー賞 ダイナミック賞 ユニーク賞 ファミリー賞 　 　 　

親子形二部 榊原ファミリー(戸塚) 中川ファミリー(秦野西) 太田ファミリー(神空会) 大関ファミリー(中原) 沼田ファミリー(本牧)


