
日　時　　平成26年11月16日
場　所　　高崎市浜川体育館

形の部
種目 優勝 準優勝 第3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小３男子形 小西 剛聖（埼玉） 佐竹　隼（神奈川） 橋本　基（神奈川） 高野琉斗（茨城） 福田将汰（埼玉） 上野峻輔（埼玉） 山田聖人（神奈川） 深谷和甲（茨城）
小３女子形 髙橋かなえ（栃木） 山岸瑠里（埼玉） 宮下華蓮（山梨） 石田風吹（群馬） 藤田　凛（茨城） 片切美佑（埼玉） 立石優杏（埼玉） 前田望結（栃木）
小４男子形 林　大聖（千葉） 髙橋晴心（千葉） 瓜生千颯　（埼玉） 阿部遥佑（埼玉） 桑久保亜瑠人（東京） 吉井健太（神奈川） 石井寛人（三多摩） 黒田起音（栃木）
小４女子形 渡部愛蘭（埼玉） 沢谷光里（三多摩） 平田　澪（埼玉） 栁田亜衣（神奈川） 山崎紅彩（埼玉） 伊藤伊織（埼玉） 渡辺　萌（千葉） 山口萌香（茨城）
小５男子形 杉崎巧季（埼玉） 石津怜桜（埼玉） 末木翔馬（千葉） 井上銀河（山梨） 岩渕　凌（茨城） 石塚悠真（茨城） 菊池　健（埼玉） 飛良修平（神奈川）
小５女子形 小林　凜（山梨） 築地友布加（千葉） 駒井琴羽（埼玉） 平沢明香里（埼玉） 寺道瑠奈（埼玉） 深谷陽菜（茨城） 石原瑠愛（神奈川） 鈴木明莉（茨城）
小６男子形 吉田蒼一朗（東京） 井上和哉（山梨） 渡部魁心（埼玉） 橋本悠河（茨城） 六本木武琉（栃木） 田村渉馬（栃木） 尾登春彦（神奈川） 片切雄大（埼玉）
小６女子形 志村珠妃（山梨） 泉　優里花（神奈川） 吉本弥可（群馬） 知久瑠璃子（埼玉） 西田　楓（神奈川） 平岩明也（千葉） 和田華奈（埼玉） 内田　環（埼玉）
中１男子形 鈴木勇憂（茨城） 米良裕一朗（栃木） 髙橋飛翔（千葉） 川島慶士（千葉） 田中優大（千葉） 倉持海斗（茨城） 田島航大（神奈川） 中島弘登（山梨）

種目 優勝 準優勝 第3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
中１女子形 佐藤花音（埼玉） 志村澄加（山梨） 岩田彩菜（埼玉） 福田優香（山梨） 近藤　桜（神奈川） 横山千恵（千葉） 秋元　怜（埼玉） 五味田玲奈（茨城）
中２男子形 水村郷太（三多摩） 松本拓己（神奈川） 鈴木悠翔（神奈川） 望月周也（埼玉） 瀧本聖人（千葉） 堀　颯挙（三多摩） 杉崎巧実（埼玉） 平島一樹（神奈川）
中２女子形 津野　楓（東京） 吉田萌笑（埼玉） 小澤夏姫（山梨） 奥田端希（神奈川） 矢澤穂佳（群馬） 宮森栞楠（神奈川） 朝岡奈々（埼玉） 飯島　幸（茨城）
中３男子形 柏　湧斗（茨城） 清水拓馬（山梨） 岩渕拓未（茨城） 八馬隼世（千葉） 今野羅偉輝（千葉） 増森　仁（東京） 山本　優（東京） 岩下周平（埼玉）
中３女子形 間渕絢美（群馬） 関家花倫（東京） 中村莉羽妃（山梨） 龍　麻優子（千葉） 知久雅楽子（埼玉） 馬場菜月（神奈川） 小林紗季（三多摩） 渡部彩絵（東京）

高校生男子形 梅山竣也（群馬） 原　銀児（茨城） 水谷綾真（千葉） 大久保直輝（神奈川） 佐藤喜太郎（千葉） 大槻維也（茨城） 小垣勇太（埼玉） 志村勇伊（山梨）
高校生女子形 小林里菜（茨城） 佐藤柚奈（埼玉） 中山朋佳（茨城） 水飼晴稀（茨城） 笹沼未来（栃木） 渡辺未菜美（埼玉） 松島美桜（埼玉） 古口智美（栃木）
一般男子形 福原秀樹（群馬） 丸岡直人（神奈川） 川口真吾（埼玉） 岸間大幸（神奈川） 箕輪優太（栃木） 加藤義人（東京） 西岡炬毅（埼玉） 堀　正佳（三多摩）
一般女子形 RoisinCanbel（茨城） 町田千尭（栃木） 吉田真弓（埼玉） 小出亜弥芽（千葉） 宮崎由衣花（神奈川） 村上夏帆（埼玉） 齋藤杏奈（栃木） 河井恵理子（茨城）
一般団体形 茨城県 群馬県 千葉県

組手の部
種目 優勝 準優勝 第3位 第3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小３男子組手 高野琉斗（茨城） 佐竹　隼（神奈川） 奥秋昂佑（山梨） 塚本悠太（千葉） 福田　龍（山梨） 前田悠晴（埼玉） 小西剛聖（埼玉） 橋本　基（神奈川）
小３女子組手 前田望結（栃木） 藤田　凛（茨城） 髙橋かなえ（栃木） 山岸瑠里（埼玉） 佐藤なつの（埼玉） 山口桃佳（群馬） 多和田志菜（神奈川） 佐々木瑠美（茨城）
小４男子組手 市場康太（三多摩） 矢口絢也（三多摩） 亀田昇吾（栃木） 後藤響輝（千葉） 根本圭祐（茨城） 根本歩夢（茨城） 小泉輝琉（三多摩） 高橋晴心（千葉）
小４女子組手 羽尻帆乃加（埼玉） 北川日奈子（三多摩） 山口すみれ（埼玉） 栁田亜衣（神奈川） 田山絢菓（茨城） 前田有彩（千葉） 中島奈緒（千葉） 佐々木茉優（茨城）
小５男子組手 熊谷成将（茨城） 佐藤那哉（千葉） 小川　開（埼玉） 石津怜桜（埼玉） 長井温輝（千葉） 秋山翼世（茨城） 阿部　征（埼玉） 鈴木大悟（千葉）
小５女子組手 小林　凜（山梨） 鈴木美咲（東京） 内田心春（千葉） 齋藤菜々美（東京） 大貫穂花（栃木） 北原愛菜（千葉） 上野和沙（栃木） 石原瑠愛（神奈川）
小６男子組手 薮内悠斗（三多摩） 竹内悠月（栃木） 森田兼太（三多摩） 青野佑己（茨城） 長田雄太（山梨） 坂崎聖斗（神奈川） 榊　友哉（三多摩） 六本木武琉（栃木）
小６女子組手 吉本弥可（群馬） 内田陽子（茨城） 中村心暖（茨城） 志村珠妃（山梨） 平岩明也（千葉） 知久瑠璃子（埼玉） 星野友希（茨城） 寺島萌恵（茨城）
中１男子組手 亭嶋飛龍（茨城） 米良裕一朗（栃木） 飯田武志（神奈川） 松崎大将（茨城） 鈴江憂騎（栃木） 澤口蓮太郎（神奈川） 金澤仁至（埼玉） 齊藤優貴（千葉）
中１女子組手 山田都妃（群馬） 志村澄加（山梨） 野島　蓮（山梨） 奥田瑚心（神奈川） 五味田玲奈（茨城） 美濃部好咲（東京） 川　歩未（千葉） 秋元　怜（埼玉）
中２男子組手 上野悠太（茨城） 水村郷太（三多摩） 沢谷瑛希（三多摩） 羽石武将（千葉） 松本拓己（神奈川） 八木大和（神奈川） 望月周也（埼玉） 平井龍晟（千葉）

種目 優勝 準優勝 第3位 第3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
中２女子組手 杉本奈美（山梨） 吉田萌笑（埼玉） 長井桃愛（千葉） 恩田芽衣（栃木） 小林憂里（茨城） 芦澤さや（山梨） 黒田史音（栃木） 関口美優（群馬）
中３男子組手 入江明花（茨城） 北川藝頭（三多摩） 武井雅享（山梨） 佐藤大揮（栃木） 内田彗介（茨城） 橋本吾郎（埼玉） 佐藤麗太（山梨） 清水拓馬（山梨）
中３女子組手 間渕絢美（群馬） 関家花倫（東京） 水飼日夏乃（茨城） 池田瑠那（群馬） 石田息吹（群馬） 小林紗希（三多摩） 木内詩織（茨城） 龍　麻優子（千葉）

高校生男子組手 田口浩輔（千葉） 山田大樹（埼玉） 吉田　輝（埼玉） 渡辺　湧（埼玉） 大日向　歴（三多摩） 渡邊謙太（埼玉） 山崎智史（三多摩） 芦澤康太朗（山梨）
高校生女子組手 高橋美由紀（埼玉） 米良寿々乃（栃木） 小林里菜（茨城） 石川和泉（茨城） 鈴木笑美（千葉） 中井成美（埼玉） 野寺未愛（埼玉） 川崎由瑠子（埼玉）
一般男子組手 佐伯清治（千葉） 袴田健史（神奈川） 草野竜太（茨城） 佐藤眞輝（東京） 宮本健司（千葉） 瀬戸秀朗（神奈川） 伊藤恵介（千葉） 岡田泰典（茨城）
一般女子組手 今井絢香（群馬） RoisinCanbel（茨城） 宮崎由衣花（神奈川） 加藤真依（埼玉） 齋藤文香（栃木） 安藤陽子（埼玉） 飯島　希（茨城） 日暮彩乃（千葉）
一般団体組手 神奈川県 群馬県 千葉県
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