
道　　場　　名 選手氏名 クラス 取得大会
穴見吉紀 中級クラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会

金子瑠依 中級クラス　小学５年女子 1/14第10回龍士會交流大会
井上舜矢 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
井上聖矢 リアルクラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
斎藤歩斗 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
池田瑠星 小学3年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
山本一心 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
三木侑月 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
斎藤新 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
富岡葉琉 小学5年女子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
畑山旺輝 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

空手道峰武塾 倉内翔平 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
究成会 伊藤怜香 小学6年女子（無差別） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

極真拳武會 中澤拓海 小学5年男子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
野添裕誠 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
鈴木麗空歩 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
土谷慈騎 小学5年男子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
大曽根愛斗 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
犬飼杏心 小学5年女子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

極真浜井派木島道場 森口日向子 中学女子重量級（45㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
辻圭佑 リアルクラス　幼年年長男子 1/14第10回龍士會交流大会
梅崎友暉 リアルクラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会

拳真流 石田虎琉　 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
斉藤湊 中級クラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会
本多絢美 リアルクラス　小学３年女子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
岩瀬光一 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
下野琥大朗 中級クラス　小学５年男子 1/14第10回龍士會交流大会
深野優奈 リアルクラス　小学５年女子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
鹿毛諒太 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
赤星智紀 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
木林撞弥 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
西依海音 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会

新極真会山口 野口釉月 リアルクラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会
真士会 中野結太 小学4年男子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

真正会全真会館 伊東靖泰 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
神武館野村道場 神尾拓磨 小学5年男子（35㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

仲田琉尚 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
杉山煌太 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
吉澤杏織 小学4年女子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
山本心菜 小学4年女子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
仲田琉是 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
土屋颯河 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
木下瑛人 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
岩田煌華 小学2年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
多和志清 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
江藤悠仁 中級クラス　小学４年男子 1/14第10回龍士會交流大会
田中優瀬 中級クラス　小学３年女子 1/14第10回龍士會交流大会
道上駿平 中級クラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
本杉一騎 幼年（年少・年中）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
酒井陽向 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
斉藤航樹 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
本杉一颯 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
酒井暖 小学4年男子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
山内竜徳 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
小澤誠太朗 小学4年男子（30㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

闘心會 徳丸夕月 リアルクラス　小学１年女子 1/14第10回龍士會交流大会
松永理愛 小学2年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
佐々木翔怜 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

覇道會館 皆本丈 中学男子中量級（45㎏以上55㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
白蓮会館 宮崎真紗斗 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

白蓮会館東京墨田 渡辺史琉 小学2年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
武井将志 幼年（年長）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
武井大将 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
武井桃子 小学4年女子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
榎元豪 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
小玉健人 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
篠原昇利 中学男子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
平出和紀 中学男子重量級（55㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
春山大空 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
佐野光琉 小学3年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
佐野瑞祇 小学4年女子（30㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
山田修司 中級クラス　小学３年男子 1/14第10回龍士會交流大会

井上拓馬 リアルクラス　小学５年男子３５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
真樹道場横須賀支部 濱口蓮太 中学男子中量級（45㎏以上55㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

ファンタクミ 小学1年男子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
三好夕夏 中学女子重量級（45㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
加瀬瑛太朗 幼年（年少・年中）の部 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
佐藤ひかり 小学3年女子 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
北幸 小学5年女子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会

廣瀬月渚 小学5年女子（35㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
高林蓮斗 小学6年男子（40㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
細田陽斗 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
八木海友 小学6年男子（40㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
岩田侑里 小学6年女子（無差別） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
岩田琉詩 中学男子重量級（55㎏以上） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
高林美空 中学女子軽量級（45㎏未満） 2/25第12回静空塾ジュニア空手道選手権大会
久保田紗奈 リアルクラス　幼年年長女子 1/14第10回龍士會交流大会
木下紗良 リアルクラス　小学３年女子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
木下蓮月 リアルクラス　中学女子５０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
尾野玲央 リアルクラス　小学２年男子 1/14第10回龍士會交流大会
南原士龍 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
甲斐隼仁 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
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松尾信太 リアルクラス　中学男子４５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
平原陸 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
甲斐亮太 中級クラス　小学６年男子 1/14第10回龍士會交流大会
竹下惺 リアルクラス　小学２年女子 1/14第10回龍士會交流大会
小原杏菜 リアルクラス　小学５年女子３５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
安田柚葉 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
甲斐菜摘 リアルクラス　中学女子５０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
湯川芽生 リアルクラス　小学１年男子 1/14第10回龍士會交流大会
谷海璃 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
山下隼弥 リアルクラス　小学３年男子３０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
山下遙翔 リアルクラス　小学４年男子３０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
竹下時人 リアルクラス　小学４年男子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
藤江礼 リアルクラス　小学６年男子４０ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会

井手尾悠真 リアルクラス　中学男子５５ｋｇ未満 1/14第10回龍士會交流大会
練誠会 澤遙佳 リアルクラス　小学６年女子４０ｋｇ以上 1/14第10回龍士會交流大会
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