
優勝 準優勝 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

佐藤　海斗 今　勇絆 島津日向 寺下　翔和 渋谷  晴翔 安藤　楓唄 久保　昊太郎 手島 駿輔

(山形県) (岐阜県) (新潟県) (石川県) (埼玉県) (大阪府) (岐阜県) (福岡県)

高野万優 関井　初夏 小川　凉音 北野　優奈 岡本純奈 小宮　未夢 渡邊　心遥 安原　光莉

(新潟県) (大阪府) (青森県) (三重県) (京都府) (三重県) (岐阜県) (岡山県)

松井　柊磨 井口 天晴 窪田　央聖 小澤　勇翔 三谷　幸大 福田　将汰 松下　誠和 末次　弘和

(大阪府) (福岡県) (石川県) (山梨県) (大阪府) (埼玉県) (三重県) (神奈川県)

髙橋　かなえ 山岸　瑠里 工藤　千聖 片切　美佑 石田　風吹 大山　実桜 中野　真優 竹中　日菜多

(栃木県) (埼玉県) (山形県) (埼玉県) (群馬県) (茨城県) (東京都) (三重県)

加藤　大誠 石井　康介 山崎　洸希 高野大生 八島　瑞希 嶋倉　賢人 岡井　渉 畑中　将真

(長野県) (千葉県) (富山県) (新潟県) (埼玉県) (富山県) (兵庫県) (三重県)

滝川　愛莉 渡部　愛蘭 金森　奈央 田中 風花 田中　育 小林　來凪 関澤　愛莉 地田　晴菜

(愛知県) (埼玉県) (長野県) (福岡県) (大阪府) (長野県) (東京都) (富山県)

古賀 大聖 今村　希来 荻原　巧実 辻　智貴 鈴木　伶弥 塩谷　康生 安藤　大桜 小田村彗朱

(福岡県) (三重県) (長野県) (岐阜県) (茨城県) (長野県) (大阪府) (和歌山県)

酒井　虹穂 小林　凜 築地　友布加 鈴木 遥名 滝沢　愛美 中村　なつき 丸林 麗華 鳥山望愛

(石川県) (山梨県) (千葉県) (宮城県) (北海道) (石川県) (福岡県) (岡山県)

渡部　魁心 小泉瑠寧 橋本　成矢 井上　和哉 西山　嵩康 佐藤　琉 榎本　史悠 髙嶋修人

(埼玉県) (新潟県) (三重県) (山梨県) (大阪府) (秋田県) (埼玉県) (京都府)

畑中　彩留葉 斎藤小茉理 志村　珠妃 藤澤　結峰 花岡　瑠菜 丸子　眞央 植松惠実 若林　侑香

(三重県) (新潟県) (山梨県) (長野県) (本部特別枠) (青森県) (京都府) (長野県)

阪部　泰成 前畑　　州 平野太亮 長田　宝大 澤口　蓮太郎 太田　龍士郎 櫻井 海 赤木　皓太

(愛媛県) (三重県) (静岡県・開誠館） (大阪府) (神奈川県) (石川県) (宮城県) (大阪府)

大野桃佳 佐藤　花音 小國 玲奈 竹下　愛理咲 渡部　はるか 倉井凜 佐藤　英里 田中　華梨

(新潟県) (埼玉県) (福岡県) (長野県) (大阪府) (新潟県) (秋田県) (長野県)

金森　喬大 岡本　拳 水岡輝也 平井稔次 佐藤　友昭 北澤　以進 藤井健瑠 羽石　武将

(長野県) (青森県) (京都府) (京都府) (岐阜県) (長野県) (静岡県) (千葉県)

織部真生 吉川来望 津野　楓 石津　朱美 本郷 梓衣奈 吉川未希 柴田　菜々 平野　姫華

(京都府) (新潟県) (東京都) (兵庫県) (福岡県) (新潟県) (栃木県) (茨城県)

公益社団法人　日本空手協会　文部科学大臣杯　第58回小学生・中学生全国空手道選手権大会     

試合種目

小学５年生　女子 形

小学３年生　男子 形

小学３年生　女子 形

小学４年生　男子 形

小学４年生　女子 形

小学５年生　男子 形

中学２年生　女子 形

小学６年生　男子 形

小学６年生　女子 形

中学１年生　男子 形

中学１年生　女子 形

中学２年生　男子 形

中学３年生　男子 形

中学３年生　女子 形
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優勝 準優勝 ３位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

佐藤　海斗 中川 禅大 今　勇絆 芹沢奏音 豊田　遼太郎 松本　拳仁 西井　颯天 島津日向

(山形県) (福岡県) (岐阜県) (静岡県・御殿場西) (東京都) (大阪府) (大阪府) (新潟県)

岡本純奈 大滝真絢 坂井　釉埜 佐伯　亜美 中村　　妃 多田　昊蓮 小杉咲楽 川口　遥

(京都府) (新潟県) (滋賀県) (東京都) (長崎県) (兵庫県) (埼玉県) (岐阜県)

丸子　慶二郎 平塚 星羽 池田　剛基 古里 龍也 塚本　悠太 米村優翔 井口 天晴 齊藤　琉之介

(青森県) (宮城県) (大阪府) (福岡県) (千葉県) (京都府) (福岡県) (青森県)

竹中　日菜多 宮川　結愛 舟久保　夏寧 池田　愛音 亭嶋　優来 堀江　明花 髙橋　かなえ 髙橋 さくら

(三重県) (岐阜県) (山梨県) (大阪府) (茨城県) (石川県) (栃木県) (宮城県)

長谷川　匠 勝本　健斗 岡　隼 森原慎之介 内藤　星那 松本　旺太 矢口　絢也 五十嵐　陽生

(千葉県) (三重県) (三重県) (岡山県) (大阪府) (千葉県) (東京都) (山形県)

斎藤綺良理 金森　奈央 鎌田ゆめ菜 小田島　唯 松下遥乃 酒井ひな 中島　奈緒 北川　日奈子

(新潟県) (長野県) (静岡県・細江支部） (富山県) (京都府) (新潟県) (千葉県) (東京都)

山本望晴 室山　皓奎 小栗昇真 佐藤愛斗 関口　世南 菱沼 大和 伊東 晴道 髙橋 銀

(静岡県) (大阪府) (静岡県) (新潟県) (群馬県) (宮城県) (福岡県) (宮城県)

松本　星来 小林　凜 新谷　心 日向　七海 永井　千穂子 池田　瑚遥 太田 夏来 中山紗佑里

(大阪府) (山梨県) (大阪府) (本部特別枠) (富山県) (大阪府) (宮城県) (岡山県)

田村　隆太朗 森田　兼太 加藤 太一 松浦大志 長田　雄太 赤曽部　瑞生 益子　拓大 木下　銀仁

(東京都) (東京都) (宮城県) (京都府) (山梨県) (大阪府) (茨城県) (東京都)

斎藤小茉理 増田有記 泉　優里花 丸子　眞央 大角寿鶴 平野早紀 畑中　彩留葉 関　千尋

(新潟県) (京都府) (神奈川県) (青森県) （静岡県・掛川） (静岡県・御殿場西) (三重県) (福井県)

櫻井 海 亭嶋　飛龍 村松亜矢斗 笹川修斗 旭　　俊丞 髙橋　飛羽 石井　翔大 太田真暉

(宮城県) (茨城県) (静岡県) (新潟県) (青森県) (千葉県) (大阪府) (静岡県)

大丸　美津妃 永井カンナ 塩谷　美怜 大石 玲菜 田中　華梨 山口めぐみ 松本萌花 渡邉　望茄

（大阪府） (静岡県・開誠館） (長野県) (宮城県) （長野県） (静岡県・開誠館） (静岡県・御殿場西) （愛媛県）

古賀 悠士 田﨑 魁 岡部海輝 水村　郷太 市川翔 藤崎　雄拓 藤谷 慎吾 上野 悠太

(福岡県) (福岡県) (新潟県) (東京都) (新潟県) (長崎県) (宮城県) (茨城県)

吉川来望 山本ふう子 吉川未希 松澤理子 今野 実咲 田村　歩生 根上真緒 松本　ありす

(新潟県) (三重県) (新潟県) (新潟県) (宮城県) (栃木県) (静岡県・御殿場西) (長野県)

試合種目

小学４年生　女子 組手

小学３年生　男子 組手

小学６年生　男子 組手

小学３年生　女子 組手

小学４年生　男子 組手

小学５年生　男子 組手

小学５年生　女子 組手

中学３年生　男子 組手

小学６年生　女子 組手

中学１年生　男子 組手

中学１年生　女子 組手

中学３年生　女子 組手

中学２年生　男子 組手

中学２年生　女子 組手



文部科学大臣杯

小学６年生男子

小学６年生女子

中学３年生男子

中学３年生女子

山本 望晴

松本 星来

古賀 悠士

吉川 来望



試合種目 優勝 準優勝 ３位

埼玉県本部 大宮支部 駿河支部

(埼玉県) (埼玉県) (静岡県)

千葉県本部 上尾支部 東大阪支部

(千葉県) (埼玉県) (大阪府)

茨城県本部 岐阜県本部 石川県本部

(茨城県) (岐阜県) (石川県)

埼玉県本部 新潟県本部 交野青山支部

(埼玉県) (新潟県) (大阪府)

浜松開誠館 千葉県本部 埼玉県本部

(静岡県) (千葉県) (埼玉県)

宇治支部 埼玉県本部 新潟県本部

(京都府) (埼玉県) (新潟県)

試合種目 優勝 準優勝 ３位

諸口支部 福岡県本部 流空会

(大阪府) (福岡県) (茨城県)

東京都本部 石下支部 栃木県本部

(東京都) (茨城県) (栃木県)

流空会 山形県本部 渡波支部

(茨城県) (山形県) (宮城県)

石川県本部 富山県本部 東京都本部

(石川県) (富山県) (東京都)

浜松開誠館 昭島支部 筑西支部

(静岡県) (東京都) (茨城県)

諸口支部 埼玉県本部 浜松開誠館

(大阪府) (埼玉県) (静岡県)

中学生　男子 浜松開誠館

中学生　女子 諸口支部（大阪府）

小学生低学年
男子

諸口支部（大阪府）

小学生低学年
女子

東京都本部（東京都）

文部科学大臣杯
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公益社団法人　日本空手協会　文部科学大臣杯  第58回小学生・中学生全国空手道選手権大会     

小学生高学年男子 組手

小学生高学年女子 組手

中学女子 組手

小学生低学年男子 組手

小学生低学年女子 組手

中学男子 組手

小学生低学年男子 形

小学生低学年女子 形

小学生高学年男子 形

小学生高学年女子 形

中学男子 形

中学女子 形


