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新宮　誠人
塚田勇輝 （埼玉県） 2 79 （山梨県） 湧稲国　良
熊久保　湊斗 （茨城県） 1 78 （岡山県）

船橋　壮司
常山　蒼空 （石川県） 4 81 （大阪府） 若松　咲翔
木村　陽 （大阪府） 3 80 （青森県）

早田　海音
奥野　友威 （大分県） 6 83 （埼玉県） 齋藤　祐
清水　遥斗 （栃木県） 5 82 （福岡県）

小林　俊惺
荻野凌羽 （岐阜県） 8 85 （群馬県） 庄司　大駕
竹内 康 （東京都） 7 84 （栃木県）

杉本　優樹
津田 充輝 （宮城県） 10 87 （富山県） 佐伯一輝
橋本　瑠斗 （岩手県） 9 86 （静岡県）

葛谷兵一郎
田中圭那 （富山県） 12 89 （佐賀県） 土井太喜
小嶋　康世 （青森県） 11 88 （岐阜県）

辻岡　脩
松嵜　善 （京都府） 14 91 （兵庫県） 広田　寅樹
樫田　煌礼 （福岡県） 13 90 （千葉県）

（大分県）

三谷 維吹
齋藤　史弥 （静岡県） 16 93 （東京都） 髙橋　蒼弥
福田　慶太 （千葉県） 15 92 （宮城県）

福良　龍來
今富　覇統 （兵庫県） 19 96 （新潟県）

髙橋　洸毅

髙埜　暖人

大舘　那緒

（神奈川県） 18 95 （岩手県） 照井　豪
木下　朔斗 （滋賀県） 17 94 （茨城県）

斎藤　静矢朗
山下　真士 （新潟県） 20 97

山西大河 （岐阜県） 22 99 （福岡県） 吉村　勇輝
小林　慎 （茨城県） 21 98 （千葉県）

勝谷　琉生
雫石 世凪 （宮城県） 24 101 （秋田県） 石井　健介
岩本　鳳 （大阪府） 23 100 （滋賀県）

加藤　蒼士
古賀　翔太郎 （福岡県） 26 103 （神奈川県） 冨樫　泰人
小川空純 （埼玉県） 25 102 （静岡県）

前西　飛和
小川　颯大 （神奈川県） 28 105 （京都府） 藤田　拓翼
児島源大 （福島県） 27 104 （福井県）

成海　敬真
内田　ケイデン （東京都） 30 107 （長野県） 角田　勇真
松本　悠真 （岡山県） 29 106 （新潟県）

植松鴻太
山下　幸也 （三重県） 32 109 （東京都） 若月　暖真
赤山　昊 （群馬県） 31 108 （埼玉県）

山下　晶也
真鍋　凛太郎 （愛媛県） 34 111 （群馬県） 塩原　虎冴
太田　景琉 （長野県） 33 110 （三重県）

狭間　春樹
髙畑　樹 （北海道） 36 113 （茨城県） 宮下　旺亮
石丸　瑛士郎 （愛知県） 35 112 （石川県）

桑原　優輝
河端　碧珠 （福井県） 38 115 （福島県） 陳野重亮
山下　瑞貴 （千葉県） 37 114 （熊本県）

太田　潤
中津川　稜太 （静岡県） 40 117 （北海道） 今井　蒼月
髙橋　莉仁 （山形県） 39 116 （大阪府）

井谷　時絃
柴田　和輝 （福岡県） 42 119 （秋田県） 伊藤　大輝
伊藤　大地 （栃木県） 41 118 （三重県）

杉山　蒼唯
矢田　極心 （石川県） 44 121 （福島県） 神野右京
金光　錬 （三重県） 43 120 （神奈川県）

田邉　蒼介
中島 弘喜 （宮城県） 46 123 （福岡県） 野口 那由多
景山　丈太郎 （千葉県） 45 122 （東京都）

齋藤 優吏

宮地　佳太

（神奈川県） 50 127 （京都府） 荻野　正太郎
後藤　誌芭 （新潟県） 49 126 （宮城県）

塩原　龍冴
小林　南音 （京都府） 48 125 （兵庫県） 岡田　陽翔
持木唯杜 （埼玉県） 47 124 （群馬県）

西方　颯太
田中　昊基 （東京都） 52 129 （埼玉県） 鈴木蓮介
吉田　竣 （富山県） 51 128 （大阪府）

奥山　波羅
島　翔吾 （広島県） 54 131 （千葉県） 中山　由悠季
奥山　琥太朗 （群馬県） 53 130 （山形県）

石神　絵翔
久永泰司 （大阪府） 56 133 （静岡県） 佐藤　隆星
中戸　大和 （兵庫県） 55 132 （熊本県）

山口　惺允　
伊豆　一葉 （秋田県） 58 135 （石川県） 石井　湊介
新山　楓真 （青森県） 57 134 （長野県）

渡辺　仰
吉田　淳奏 （北海道） 60 137 （岡山県） 武藤　泰己
池田　颯斗 （岡山県） 59 136 （山梨県）

中村　優仁
水上唯信 （岐阜県） 62 139 （愛知県） 小林　統賀
栗原　蓮 （埼玉県） 61 138 （神奈川県）

濱本　淳平
窪田　登馬 （東京都） 64 141 （静岡県） 飯塚　蓮
髙見　朔矢 （石川県） 63 140 （鳥取県）

齋藤修大
高安　羚愛 （茨城県） 66 143 （富山県） 羽黒佑弥
森山　和俊 （長野県） 65 142 （埼玉県）

奥田 哲
真野　結太郎 （福岡県） 68 145 （青森県） 福田　秀虎
小林　奏介 （山梨県） 67 144 （宮城県）

吉原　大輝
前田　成矢 （福井県） 70 147 （茨城県） 池田　逞人
恒松　竜乃介 （熊本県） 69 146 （福岡県）

（兵庫県） 中川　大跳
藤本　大和 （兵庫県） 73 150 （岐阜県）

五百川　大和
森田　眞丞 （千葉県） 72 149 （栃木県） 蒲生　真之介
藤井　奏介 （三重県） 71 148 （新潟県）

第６４回小学生・中学生全国空手道選手権大会

須田　隼小石沢陽馬 （福島県） 77 154 （群馬県）

濵小路　叶汰
小林　孝輔 （群馬県） 76 153 （東京都） 青木 秀幸
後藤　理駆 （愛知県） 75 152 （大分県）

大河原佑太
田中　統時 （静岡県） 74 151


