
権　五彬 大石　二子 橘内　大輝 クノール　シャンドラ
グォン　オビン オオイシ　ニコ キツナイ　ダイキ クノール　シャンドラ

橘内　大輝 久保　小夏
坂本　宋慶 李　泰呉 キツナイ　ダイキ クボ　コナツ

サカモト　ムネヨシ リー　テオ
久保　小夏 クノール　シャンドラ
クボ　コナツ クノール　シャンドラ

小松　真弥 久保　夏鈴
コマツ　マヤ クボ　カリン

吉田　浩憲 大石　一心
ヨシダ　ヒロノリ オオイシ　イッシン

藤木　光
フジキ　ヒカル

中島　悠翔 大山　稜祐 井上　央雅
ナカジマ　ユウト オオヤマ　リョウスケ イノウエ　　オウガ

徳山　一晟
トクヤマ　イッセイ

後藤　悠来 井上　泰雅 酒井　勇希
ゴトウ　ハル イノウエ　タイガ サカイ　ユウキ

湯浅　晴 伊藤　リリ 上田　理人 大原　悠里　
ユアサ　ハル イトウ　リリ ウエダ　リヒト オオハラ　ユウリ

木下　耀世 飯田　仁之介 池田　和矢 渡部　颯
キノシタ　テッセイ イイダ　ジンノスケ イケダ　カズヤ ワタナベ　ソウ

日野　巧唯 小鷹　湊 壹岐　龍 舘野　舜一郎
ヒノ　タクイ オダカ　ミナト イキ　リュウ タテノ　シュンイチロウ

浅野　文四郎 藤木　幸斗
アサノ　ブンシロウ フジキ　ユキト

新井　奨之 井上　歩紀
アライ　ショウノ イノウエ　アユキ

木下　遼音 箱守　秀剛
キノシタ　リョウト ハコモリ　シュウゴウ

青山 光が丘

少年部　トゥル初級　１０歳以上

六本木 青山

六本木 板橋

少年部　トゥル初級　９歳以下

光が丘 光が丘

板橋 青山

板橋 青山

少年部　トゥル中級　９歳以下

東十条

新宿

東十条

光が丘 板橋

東十条光が丘

少年部　トゥル中級　１０歳以上

東十条 新宿

新宿 光が丘

新宿

青山 板橋

北区

新宿

東十条

東十条

東十条光が丘

東十条 北区

新宿

光が丘

板橋 東十条

光が丘

東十条



趙　江 石田　瑛海 齋藤　啓介 豊田　慶太郎
チョウ　カン イシダ　エイト サイトウ　ケイスケ トヨダ　ケイタロウ

齋藤　啓介 浦澤　静人
サイトウ　ケイスケ ウラサワ　シズト

厚地　隆玖 ソバン　ボニーニ 浦澤　静人 豊田　慶太郎
アツチ　ルーク ソバン　ボニーニ ウラサワ　シズト トヨダ　ケイタロウ

豊永　陽翔 荒　龍之助
トヨナガ　ハルト アラ　リュウノスケ

山田　盛一郎 森　　完
ヤマダ　セイイチロウ モリ　マモル

山田　盛一郎 滝沢　純平
伊藤　宗信 ヤマダ　セイイチロウ タキザワ　ジュンペイ
イトウ　ソウシン

宮崎　史成 滝沢　純平 森　　完
ミヤザキ　ジセイ タキザワ　ジュンペイ モリ　マモル

古川　莉咲
フルカワ　リサ

小松　優之介 栗原　煌士郎 大沢　彩乃 鹿間　玲子
コマツ　ユウノスケ クリハラ　コウシロウ オオサワ　アヤノ シカマ　レイコ

森　　仁人 髙井　悠大
モリ　ノリヒト タカイ　ユウダイ

牛木　章友 新見　隼隆
ウシキ　ノリスケ シンミ　トシタカ

河内　うらら 伊藤　佐介
カワウチ　ウララ イトウ　サスケ

大石　実依子 中島　旺
オオイシ　ミイコ ナカジマ　ヒカル

少年部　トゥル上級　９歳以下

青山 光が丘

光が丘 青山

光が丘 光が丘

少年部　トゥル上級　１０歳以上

六本木

光が丘

成年　有級男子　初級

習志野

六本木

光が丘

光が丘 光が丘

習志野 東十条

少年部　トゥル　黒帯

成年　有級男子　上級

習志野

習志野 南大泉

南大泉 習志野

六本木 光が丘

光が丘

早稲田 文京区

成年　女子有級

成年　男子有段

六本木

早稲田



石田　瑛海 趙　江 木下　遼音 小松　優之介
イシダ　エイト チョウ　カン キノシタ　リョウト コマツ　ユウノスケ

渡部　颯
ワタナベ　ソウ

湯浅　晴 髙井　悠大
ユアサ　ハル タカイ　ユウダイ

浅野　文四郎 伊藤　宗信
アサノ　ブンシロウ イトウ　ソウシン

箱守　秀剛
ハコモリ　シュウゴウ

徳山　一晟 飯田　仁之介
トクヤマ　イッセイ イイダ　ジンノスケ

伊藤　リリ 栗原　煌士郎 井上　泰雅 荒　龍之助
イトウ　リリ クリハラ　コウシロウ イノウエ　タイガ アラ　リュウノスケ

新井　奨之 森　　仁人 井上　央雅
アライ　ショウノ モリ　ノリヒト イノウエ　オウガ

藤木　幸斗
フジキ　ユキト

大原　悠里　
オオハラ　ユウリ

池田　和矢 クノール　シャンドラ
イケダ　カズヤ クノール　シャンドラ

木下　耀世 日野　巧唯
キノシタ　テッセイ ヒノ　タクイ

後藤　悠来 豊永　陽翔 橘内　大輝
ゴトウ　ハル トヨナガ　ハルト キツナイ　ダイキ

ソバン　ボニーニ
ソバン　ボニーニ

厚地　隆玖 小鷹　湊 大山　稜祐
アツチ　ルーク オダカ　ミナト オオヤマ　リョウスケ

少年部　マッソギ　ライト級

新宿

東十条

少年部　マッソギ　マイクロ級

光が丘 青山

新宿

光が丘

光が丘 板橋

光が丘 光が丘

東十条

東十条

光が丘

習志野 新宿

少年部　マッソギ　ヘビー級

光が丘 青山

北区

東十条

少年部　マッソギ　ミドル級

光が丘 光が丘

東十条

東十条

六本木

東十条 東十条

新宿 光が丘

板橋 青山

六本木

青山



宮崎　史成 舘野　舜一郎 山田　盛一郎 森　　完
ミヤザキ　ジセイ タテノ　シュンイチロウ ヤマダ　セイイチロウ モリ　マモル

上田　理人 齋藤　啓介 浦澤　静人
ウエダ　リヒト サイトウ　ケイスケ ウラサワ　シズト

壹岐　龍
イキ　リュウ

酒井　勇希 滝沢　純平 豊田　慶太郎
サカイ　ユウキ タキザワ　ジュンペイ トヨダ　ケイイチロウ

河内　ひな 古川　莉咲 大沢　彩乃 鹿間　玲子
カワウチ　ヒナ フルカワ　リサ オオサワ　アヤノ シカマ　レイコ

河内　ひな 大石　実依子
カワウチ　ヒナ オオイシ　ミイコ

大石　実依子 古川　莉咲 牛木　章友 新見　隼隆
オオイシ　ミイコ フルカワ　リサ ウシキ　ノリスケ シンミ　トシタカ

中島　旺 伊藤　佐介
ナカジマ　ヒカル イトウ　サスケ

光が丘

東十条

光が丘

中学生　男子　マッソギ

光が丘 北区 習志野

東十条

中学生　女子　マッソギ

六本木 光が丘

六本木 光が丘

光が丘 光が丘

ジュニア　黒帯　マッソギ

六本木 光が丘

成年　男子色帯　マッソギ

習志野

早稲田

南大泉 早稲田

成年　女子色帯　マッソギ

早稲田 文京区

成年男子　黒帯　マッソギ

六本木 早稲田


