
小学男子 階級

軽量級 髙野太陽 誠武館 竹川颯輝 誠心館 雨宮有来 誠武館 三浦祐輔 月神館

重量級 松村　士 身延 宮下壮瑠 大明見 池田裕貴 疾風 渡邉　歩 孝道塾

軽量級 島田大輔 まるや 松島蘭丸 初　狩 小林大勝 疾　風 小林　傑 初　狩

重量級 中村勝登 龍心館 佐野竜二 身延 菊田蓮也 北富士 田中太雅 玉　穂

軽量級 渡辺遼太 北富士 志村渉真 まるや 橘田凌汰 疾風 宮下郁也 大明見

重量級 深沢亮太 誠心館 名取佑樹 玉穂 丸山大輔 疾風 横内晋介 石和

軽量級 小池隆幾 誠心館 杉本瑞樹 初狩 赤石幸太郎 貢川 遠山泰雅 まるや

重量級 楠　竜童 石和 中野幹久 石和 渡邊拓郎 孝道塾 大森保志 忍野

軽量級 深沢悠太 誠心館 髙野雄介 誠武館 小池遼太郎 増穂 中込希将 誠心館

重量級 浅見貴哉 誠武館 戸田　徳 月神館 川崎宏太郎 北富士 丸山直輝 疾風

軽量級 松島斗夢 初狩 中村麟太郎 初狩 内藤賢志 御坂 佐藤秀明 大明見

重量級 佐藤真也 疾風 根津信太 山梨 井上裕貴 龍心館 望月大河 疾風

小学女子 階級

軽量級 宮下明日香 大明見 大森真夏 八代 根津　茜 山梨 羽田奈生 まるや

重量級 山上春奈 増穂 藤本真望 八代 辻　麗 日下部 望月果弥 疾風

軽量級 舟久保遥香 大明見 河野ひより まるや 石原朊実 誠心館 三井　舞 誠武館

重量級 持田真由香 まるや 古屋佑花 まるや 佐藤真紀 疾風 塩沢美玖 南ア

軽量級 宮下愛那 まるや 羽田優花 まるや 小松麻友香 塩山 柏木麻緒 まるや

重量級 堀内美希 韮崎 三浦紗矢香 月神館 横山瑞季 一宮町 佐野里咲 身延

軽量級 浅川奈々 孝道塾 川手美怜 石和 熊谷亜美 南部 遠藤桃夏 六郷

重量級 砂田里彩 八代 佐野恵理子 六郷 粟沢里香 武川

軽量級 佐藤果歩 誠心館 望月ちほ 増穂 宮下美咲 大明見 近浦紗樹 誠心館

重量級 高村　愛 月神館 勝俣宏香 孝道塾 湯舟なつ美 韮崎 塩釜理沙 南ア

中学男子 階級

軽量級 古屋要汰 八代JSS 鬼頭健治 誠心館敷島JSS 勝俣涼介 下吉田中 小佐野元気 下吉田中

中量級 市川寛人 増穂中 戸田　大 吉田中 武田雄太郎 紘道館 長田拓樹 誠武館

重量級 赤池　陸 増穂中 小嶋悠斗 下吉田中 志村喜紀 塩山中 堀内裕輔 忍野中

軽量級 吉原寛人 甲府東中 渡辺毅人 下吉田中 小林征馬 航空付属中 後藤誠志 富竹中

中量級 雨宮隆二 双葉JSS 塩澤俊貴 山梨南中 渡辺宏紀 忍野中 浅川岬太 下吉田中

重量級 小林大貴 一宮中 古屋諒児 吉田中 小林隆志 山梨南中 古屋博頌 長坂中

軽量級 保坂恭兵 竜王中 芝野将太 竜王中 佐野真也 身延中 勝俣大輔 明見中

中量級 滝口将利 吉田中 三枝頌太郎 下吉田中 古屋勇都 吉田中 井上拓也 竜王中

重量級 内藤　理 吉田中 渡辺隼斗 吉田中 丹澤一道 石和中 茂手木勇治 竜王中

中学女子 階級

軽量級 杉本久美子 竜王中 青柳ななみ 松里中 小原三和 山梨南中 松田麻実 山梨北中

重量級 小田切七海 双葉中 長田奈積 誠武館 浅川真里南 双葉中 大下裕瑚 龍心館

軽量級 三枝百音 竜王中 高橋由里香 誠武館 高山里奈 航空付属中 奥山佳江 山梨北中

重量級 西田香穂 誠心館敷島JSS 加賀美佑奈 竜王中 戸島理沙 柔神クラブ 望月有沙 疾風道場

軽量級 田辺理佳 竜王中 熊谷佳苗 身延中 倉澤裟代 山梨南中 矢崎亜実 竜王中

重量級 神山　舞 秋山中 雨宮　翠 韮崎JSS 松永彩花 身延中
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