
開催日：

開催日：開催日：

開催日：

場　所：

場　所：場　所：

場　所：

主　催：

主　催：主　催：

主　催：

後　援：

後　援：後　援：

後　援：

最優秀選手

優勝Ｔ 優勝Ｔ 2位Ｔ

神田　祐輔

神田　祐輔神田　祐輔

神田　祐輔 高橋　優斗

高橋　優斗高橋　優斗

高橋　優斗 見田　尊

見田　尊見田　尊

見田　尊 中村　遼海

中村　遼海中村　遼海

中村　遼海 市瀬　慶斗 村井　慶太郎 菅田　廉 大野　義暁

(桜文館本部)

(桜文館本部)(桜文館本部)

(桜文館本部) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学)

箕浦　彪

箕浦　彪箕浦　彪

箕浦　彪 室井　悠汰

室井　悠汰室井　悠汰

室井　悠汰 今泉　克成

今泉　克成今泉　克成

今泉　克成 吉田　九里虎

吉田　九里虎吉田　九里虎

吉田　九里虎

(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場)(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場) (和道塾)

(和道塾)(和道塾)

(和道塾)

杉山　遙也

杉山　遙也杉山　遙也

杉山　遙也 塚　蓮真

塚　蓮真塚　蓮真

塚　蓮真 林　依吹

林　依吹林　依吹

林　依吹 山川　和道

山川　和道山川　和道

山川　和道 広瀬　貴翔 田村　歩士 武藤　孝太 小島　一悟

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (成空会川沿)

(成空会川沿)(成空会川沿)

(成空会川沿) (真和会)

(真和会)(真和会)

(真和会) (如水会緑) (勝栄館) (寿空会) (古賀道場)

荻野　夢叶

荻野　夢叶荻野　夢叶

荻野　夢叶 大庭　誉佑介

大庭　誉佑介大庭　誉佑介

大庭　誉佑介 高橋　一真流

高橋　一真流高橋　一真流

高橋　一真流 林　天翼

林　天翼林　天翼

林　天翼 髙橋　澪生 平山　岳蔵 小野　蒼太 石原　斗真

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (櫻空山梨)

(櫻空山梨)(櫻空山梨)

(櫻空山梨) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (大義道) (櫻空山梨) (古賀道場) (蒼天和道塾)

髙橋　奏多

髙橋　奏多髙橋　奏多

髙橋　奏多 髙橋　大遥

髙橋　大遥髙橋　大遥

髙橋　大遥 久野　治都

久野　治都久野　治都

久野　治都 西方　佑真

西方　佑真西方　佑真

西方　佑真 塚　蒼真 秋山　福太朗 清水　陽向 岡村　颯真

(成空会川沿)

(成空会川沿)(成空会川沿)

(成空会川沿) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (大義道) (如水会湘南) (太和道場) (如水会南太田)

杉山　慶

杉山　慶杉山　慶

杉山　慶 織原　結人

織原　結人織原　結人

織原　結人 鎌田　悠生

鎌田　悠生鎌田　悠生

鎌田　悠生 有本　朋生

有本　朋生有本　朋生

有本　朋生 青嶋　颯介 新井　寿希 豊田　航 髙橋　瑛土

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (蒼天和道塾)

(蒼天和道塾)(蒼天和道塾)

(蒼天和道塾) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (如水会川崎) (櫻空塾) (櫻空山梨) (如水会川崎)

杉山　怜大

杉山　怜大杉山　怜大

杉山　怜大 原武　漣太郎

原武　漣太郎原武　漣太郎

原武　漣太郎 扶持本　覚磨

扶持本　覚磨扶持本　覚磨

扶持本　覚磨 杉山　禎軌

杉山　禎軌杉山　禎軌

杉山　禎軌 米通　元貴 嘉数　俊哉 齋藤　大士 浦田　清雅

(太和道場)

(太和道場)(太和道場)

(太和道場) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (如水会湘南)

(如水会湘南)(如水会湘南)

(如水会湘南) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (大義道) (市原支部) (如水会南太田) (櫻空塾)

中川　歩香

中川　歩香中川　歩香

中川　歩香 中村　心羽

中村　心羽中村　心羽

中村　心羽 橋本　育実

橋本　育実橋本　育実

橋本　育実 小久保　春那

小久保　春那小久保　春那

小久保　春那 望月　玲那 小笠原　彩映 中村　紗也 藤田　ゆき

(日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学)

(日本大学)(日本大学)

(日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学) (日本大学)

小俣　晴

小俣　晴小俣　晴

小俣　晴 小松　京香

小松　京香小松　京香

小松　京香

(櫻空山梨)

(櫻空山梨)(櫻空山梨)

(櫻空山梨) (太和道場)

(太和道場)(太和道場)

(太和道場)

陶山　幸来

陶山　幸来陶山　幸来

陶山　幸来 佐藤　美羽

佐藤　美羽佐藤　美羽

佐藤　美羽 塚　希々華

塚　希々華塚　希々華

塚　希々華 平野　心菜

平野　心菜平野　心菜

平野　心菜 漆原　茉那 坪川　紅愛 渡部　美天 治岡　美俐亜

(如水会緑)

(如水会緑)(如水会緑)

(如水会緑) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (如水会湘南) (函館清晨塾) (田上空手クラブ) (如水会川崎)

中村　心美

中村　心美中村　心美

中村　心美 杉山　凜

杉山　凜杉山　凜

杉山　凜 高部　雪舞

高部　雪舞高部　雪舞

高部　雪舞 板東　叶恋

板東　叶恋板東　叶恋

板東　叶恋 扶持本　花音 杉山　玲奈 横溝　結菜 門田　音穏

(櫻空山梨)

(櫻空山梨)(櫻空山梨)

(櫻空山梨) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (櫻空山梨)

(櫻空山梨)(櫻空山梨)

(櫻空山梨) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (如水会湘南) (太和道場) (櫻空塾) (太和道場)

江島　咲稀

江島　咲稀江島　咲稀

江島　咲稀 塚本　瑚夏

塚本　瑚夏塚本　瑚夏

塚本　瑚夏 三戸　晴音

三戸　晴音三戸　晴音

三戸　晴音 萩原　姫羅

萩原　姫羅萩原　姫羅

萩原　姫羅 吉田　優月 浦部　椿 鎌田　弥里 岡田　せな

(古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (大義道)

(大義道)(大義道)

(大義道) (古賀道場) (古賀道場) (櫻空塾) (櫻空塾)

宮永　詩

宮永　詩宮永　詩

宮永　詩 岡田　龍志

岡田　龍志岡田　龍志

岡田　龍志 小栁　光生

小栁　光生小栁　光生

小栁　光生 石原　湊斗

石原　湊斗石原　湊斗

石原　湊斗 酒井　詩温 米通　雄貴 吉田　湊海 杉山　夏葉

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場) (蒼天和道塾)

(蒼天和道塾)(蒼天和道塾)

(蒼天和道塾) (大義道) (大義道) (大義道) (如水会川崎)

斎藤　航海

斎藤　航海斎藤　航海

斎藤　航海 藤村　敏司

藤村　敏司藤村　敏司

藤村　敏司 佐々木　洋太朗

佐々木　洋太朗佐々木　洋太朗

佐々木　洋太朗 瀧元　悠真

瀧元　悠真瀧元　悠真

瀧元　悠真 服部　史郎 湯田　響 山田　陽翔 湯田　千晴

(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場)(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場) (光空会)

(光空会)(光空会)

(光空会) (和道流埼玉)

(和道流埼玉)(和道流埼玉)

(和道流埼玉) (櫻空塾)

(櫻空塾)(櫻空塾)

(櫻空塾) (如水会緑) (町田支部) (櫻空舘髙島道場) (町田支部)

渡邊　雅也

渡邊　雅也渡邊　雅也

渡邊　雅也 今泉　克成

今泉　克成今泉　克成

今泉　克成

(如水会湘南)

(如水会湘南)(如水会湘南)

(如水会湘南) (古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場)

冨田　連之介

冨田　連之介冨田　連之介

冨田　連之介 夏目　空音

夏目　空音夏目　空音

夏目　空音 武藤　孝太

武藤　孝太武藤　孝太

武藤　孝太 長島　菖希

長島　菖希長島　菖希

長島　菖希 成田　一聡 野々市　与一郎 加藤　壱星 夏目　京音

(寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場)(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場) (誠和会旭川) (櫻空舘髙島道場) (庄原支部) (寿空会)

高橋　一真流

高橋　一真流高橋　一真流

高橋　一真流 塚田　哲正

塚田　哲正塚田　哲正

塚田　哲正 高橋　航汰

高橋　航汰高橋　航汰

高橋　航汰 筧　碧斗

筧　碧斗筧　碧斗

筧　碧斗 石川　凌太 瀧元　耀斗 堺　悠良 松田　陽太朗

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (蒼天和道塾) (櫻空塾) (世田谷千歳) (如水会川崎)

安部　悠真

安部　悠真安部　悠真

安部　悠真 秋山　福太朗

秋山　福太朗秋山　福太朗

秋山　福太朗 原田　琥太郎

原田　琥太郎原田　琥太郎

原田　琥太郎 久野　治都

久野　治都久野　治都

久野　治都 岡村　颯真 小井土　光 鵜澤　侑生 清水　空汰

(寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (如水会湘南)

(如水会湘南)(如水会湘南)

(如水会湘南) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (如水会南太田) (如水会川崎) (寺尾友空会) (横須賀支部)

有本　朋生

有本　朋生有本　朋生

有本　朋生 杉山　慶

杉山　慶杉山　慶

杉山　慶 冨髙　心之助

冨髙　心之助冨髙　心之助

冨髙　心之助 髙橋　瑛土

髙橋　瑛土髙橋　瑛土

髙橋　瑛土 小野　巧人 青嶋　颯介 末次　快吏 小泉　龍之助

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (和道流成武)

(和道流成武)(和道流成武)

(和道流成武) (如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (古賀道場) (如水会川崎) (古賀道場) (如水会川崎)

扶持本　覚磨

扶持本　覚磨扶持本　覚磨

扶持本　覚磨 佐川　裕太

佐川　裕太佐川　裕太

佐川　裕太 齋藤　大士

齋藤　大士齋藤　大士

齋藤　大士 石井　康介

石井　康介石井　康介

石井　康介 樋口　直緒 田中　陽健 相澤　陽斗 夏目　奏音

(如水会湘南)

(如水会湘南)(如水会湘南)

(如水会湘南) (バーズ空手教室)

(バーズ空手教室)(バーズ空手教室)

(バーズ空手教室) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (市原支部)

(市原支部)(市原支部)

(市原支部) (横須賀支部) (寺尾友空会) (和道流山下会) (寿空会)

吉田　茜

吉田　茜吉田　茜

吉田　茜 髙村　凜

髙村　凜髙村　凜

髙村　凜

(寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (塩沢空手道会)

(塩沢空手道会)(塩沢空手道会)

(塩沢空手道会)

竹ノ下　和奏

竹ノ下　和奏竹ノ下　和奏

竹ノ下　和奏 光吉　菜々美

光吉　菜々美光吉　菜々美

光吉　菜々美

(正武館本部)

(正武館本部)(正武館本部)

(正武館本部) (古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場)

内田　青葉

内田　青葉内田　青葉

内田　青葉 佐渡　結愛

佐渡　結愛佐渡　結愛

佐渡　結愛 飯山　朱莉

飯山　朱莉飯山　朱莉

飯山　朱莉 渡邊　舞菜

渡邊　舞菜渡邊　舞菜

渡邊　舞菜 大野　瑞葉 漆原　茉那 小澤　唯 小島　彩瑛

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (正武館本部)

(正武館本部)(正武館本部)

(正武館本部) (如水会本部)

(如水会本部)(如水会本部)

(如水会本部) (蒼天和道塾)

(蒼天和道塾)(蒼天和道塾)

(蒼天和道塾) (英空会) (如水会湘南) (如水会湘南) (古賀道場)

小崎　乃愛

小崎　乃愛小崎　乃愛

小崎　乃愛 水谷　蘭

水谷　蘭水谷　蘭

水谷　蘭 扶持本　花音

扶持本　花音扶持本　花音

扶持本　花音 植木　結楽

植木　結楽植木　結楽

植木　結楽 岸本　陽愛 窪田　莉子 杉山　玲奈 杉山　凜

(櫻空山梨)

(櫻空山梨)(櫻空山梨)

(櫻空山梨) (寿空会)

(寿空会)(寿空会)

(寿空会) (如水会湘南)

(如水会湘南)(如水会湘南)

(如水会湘南) (小田原支部)

(小田原支部)(小田原支部)

(小田原支部) (蒼天和道塾) (帯広支部) (太和道場) (如水会川崎)

佐渡　美結

佐渡　美結佐渡　美結

佐渡　美結 塚田　碧生

塚田　碧生塚田　碧生

塚田　碧生 水上　碧唯

水上　碧唯水上　碧唯

水上　碧唯 辻　紬希

辻　紬希辻　紬希

辻　紬希 江島　咲稀 吉田　優月 川尻　伊吹 藤田　桃花

(正武館本部)

(正武館本部)(正武館本部)

(正武館本部) (如水会南太田)

(如水会南太田)(如水会南太田)

(如水会南太田) (櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場)(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場) (櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場)(櫻空舘髙島道場)

(櫻空舘髙島道場) (古賀道場) (古賀道場) (バーズ空手教室) (英空会)

筧　羽未

筧　羽未筧　羽未

筧　羽未 南田　芽那

南田　芽那南田　芽那

南田　芽那 相澤　優里

相澤　優里相澤　優里

相澤　優里 松本　志恩

松本　志恩松本　志恩

松本　志恩 古谷　穂孝 宮永　詩 小島　千佳 杉山　夏葉

(如水会川崎)

(如水会川崎)(如水会川崎)

(如水会川崎) (健真館)

(健真館)(健真館)

(健真館) (和道流山下会)

(和道流山下会)(和道流山下会)

(和道流山下会) (和歌山熊野川)

(和歌山熊野川)(和歌山熊野川)

(和歌山熊野川) (総本部) (如水会川崎) (古賀道場) (如水会川崎)

人位

人位人位

人位

古賀　大之

古賀　大之古賀　大之

古賀　大之

(古賀道場)

(古賀道場)(古賀道場)

(古賀道場)

優　勝

優　勝優　勝

優　勝 第２位

第２位第２位

第２位 第３位

第３位第３位

第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

山田　健二

山田　健二山田　健二

山田　健二 中山　雄介

中山　雄介中山　雄介

中山　雄介 竹下　巖

竹下　巖竹下　巖

竹下　巖 生方　真理子

生方　真理子生方　真理子

生方　真理子 会田　宜弘

会田　宜弘会田　宜弘

会田　宜弘 直井　淳一

直井　淳一直井　淳一

直井　淳一 松本　司

松本　司松本　司

松本　司 笹岡　亘

笹岡　亘笹岡　亘

笹岡　亘

(総本部)

(総本部)(総本部)

(総本部) (空玄塾)

(空玄塾)(空玄塾)

(空玄塾) (百

(百(百

(百合ヶ丘

合ヶ丘合ヶ丘

合ヶ丘)

))

) (光寿会)

(光寿会)(光寿会)

(光寿会) (如水会緑)

(如水会緑)(如水会緑)

(如水会緑) (

((

(農

農農

農林水

林水林水

林水産省

産省産省

産省東

東東

東食

食食

食)

))

) (

((

(寺尾友

寺尾友寺尾友

寺尾友空会)

空会)空会)

空会) (高橋道場)

(高橋道場)(高橋道場)

(高橋道場)

該当なし

該当なし該当なし

該当なし

該当なし

該当なし該当なし

該当なし

形　壮年の部（男女）

形　壮年の部（男女）形　壮年の部（男女）

形　壮年の部（男女）

組手　熟練の部（男子）

組手　熟練の部（男子）組手　熟練の部（男子）

組手　熟練の部（男子）

組手　熟練の部（女子）

組手　熟練の部（女子）組手　熟練の部（女子）

組手　熟練の部（女子）

形　熟練の部（男女）

形　熟練の部（男女）形　熟練の部（男女）

形　熟練の部（男女）

組

組組

組

手

手手

手

試

試試

試

合

合合

合

　

　　

　

個

個個

個

人

人人

人

戦

戦戦

戦

一般・大学女子個人戦

一般・大学女子個人戦一般・大学女子個人戦

一般・大学女子個人戦

小学４年生男子個人戦

小学４年生男子個人戦小学４年生男子個人戦

小学４年生男子個人戦

形

形形

形

試

試試

試

合

合合

合

　

　　

　

個

個個

個

人

人人

人

戦

戦戦

戦

小学３・４年生女子個人戦

小学３・４年生女子個人戦小学３・４年生女子個人戦

小学３・４年生女子個人戦

小学３・４年生女子個人戦

小学３・４年生女子個人戦小学３・４年生女子個人戦

小学３・４年生女子個人戦

小学３年生男子個人戦

小学３年生男子個人戦小学３年生男子個人戦

小学３年生男子個人戦

小学２年生以下男女個人戦

小学２年生以下男女個人戦小学２年生以下男女個人戦

小学２年生以下男女個人戦

高校生男子個人戦

高校生男子個人戦高校生男子個人戦

高校生男子個人戦

小学２年生以下男女個人戦

小学２年生以下男女個人戦小学２年生以下男女個人戦

小学２年生以下男女個人戦

小学５・６年生女子個人戦

小学５・６年生女子個人戦小学５・６年生女子個人戦

小学５・６年生女子個人戦

高校生女子個人戦

高校生女子個人戦高校生女子個人戦

高校生女子個人戦

小学６年生男子個人戦

小学６年生男子個人戦小学６年生男子個人戦

小学６年生男子個人戦

小学４年生男子個人戦

小学４年生男子個人戦小学４年生男子個人戦

小学４年生男子個人戦

中学生女子個人戦

中学生女子個人戦中学生女子個人戦

中学生女子個人戦

中学生男子個人戦

中学生男子個人戦中学生男子個人戦

中学生男子個人戦

小学３年生男子個人戦

小学３年生男子個人戦小学３年生男子個人戦

小学３年生男子個人戦

高校生男子個人戦

高校生男子個人戦高校生男子個人戦

高校生男子個人戦

小学６年生男子個人戦

小学６年生男子個人戦小学６年生男子個人戦

小学６年生男子個人戦

小学５年生男子個人戦

小学５年生男子個人戦小学５年生男子個人戦

小学５年生男子個人戦

中学生男子個人戦

中学生男子個人戦中学生男子個人戦

中学生男子個人戦

古賀道場

古賀道場古賀道場

古賀道場

一般・大学女子団体戦

一般・大学女子団体戦一般・大学女子団体戦

一般・大学女子団体戦

一般・大学男子個人戦

一般・大学男子個人戦一般・大学男子個人戦

一般・大学男子個人戦

中学生女子個人戦

中学生女子個人戦中学生女子個人戦

中学生女子個人戦

優勝

優勝優勝

優勝

一般・大学男子団体戦

一般・大学男子団体戦一般・大学男子団体戦

一般・大学男子団体戦

優勝

優勝優勝

優勝

日本大学

日本大学日本大学

日本大学Ａ

ＡＡ

Ａ

日本大学

日本大学日本大学

日本大学Ａ

ＡＡ

Ａ

熟

熟熟

熟

練

練練

練

・

・・

・

壮

壮壮

壮

年

年年

年

中川　歩香 多丸　木有生

優勝

優勝優勝

優勝

高校生女子個人戦

高校生女子個人戦高校生女子個人戦

高校生女子個人戦

組

組組

組

手

手手

手

試

試試

試

合

合合

合

　

　　

　

団

団団

団

体

体体

体

戦

戦戦

戦

３位

３位３位

３位 敢　　闘　　賞

髙山　凱登

２位

２位２位

２位

２位

２位２位

２位 ３位

３位３位

３位 敢　　闘　　賞

第５８回和道流空手道連盟全国大会

第５８回和道流空手道連盟全国大会第５８回和道流空手道連盟全国大会

第５８回和道流空手道連盟全国大会

２０２２年９月１０日（土）/９月１１日（日）

２０２２年９月１０日（土）/９月１１日（日）２０２２年９月１０日（土）/９月１１日（日）

２０２２年９月１０日（土）/９月１１日（日）

東京武道館

東京武道館東京武道館

東京武道館

和道流空手道連盟

和道流空手道連盟和道流空手道連盟

和道流空手道連盟

東京都

東京都東京都

東京都

２位

２位２位

２位

優秀選手

菅原　健人村井　慶太郎

３位

３位３位

３位

日本大学

日本大学日本大学

日本大学Ｂ

ＢＢ

Ｂ

基本組手試合

基本組手試合基本組手試合

基本組手試合

小学５・６年生女子個人戦

小学５・６年生女子個人戦小学５・６年生女子個人戦

小学５・６年生女子個人戦

小学５年生男子個人戦

小学５年生男子個人戦小学５年生男子個人戦

小学５年生男子個人戦

一般・大学女子個人戦

一般・大学女子個人戦一般・大学女子個人戦

一般・大学女子個人戦

一般・大学男子個人戦

一般・大学男子個人戦一般・大学男子個人戦

一般・大学男子個人戦

町

町町

町田支部

田支部田支部

田支部


