
審判・呼出・選手係り　リスト

＜型試合予選　幼児・小学生の部＞ □：集合時にプラカード掲示

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 選手係り 審判監査 会場警備 会場警備 会場警備
Ａ 1A 18 16 19 大橋　あき子 町田　綾子 戸澤　喜勝 鈴木　哲也 植木　俊哉 関根　京子 竹内　静江
B 1B 17 15 18 野村　政博 島野　友美 近藤　賢一 平野　直孝 相澤　基秋 西村　尚子 林　真紀子
Ａ 2A 17 15 18 岩畑　厚 村松　光子 中神　秀昭 鈴木　岳夫 臼倉　憲司 荒井　彩子 高内　桂子
B 2B 17 15 18 鈴木　恵美 川村　康司 内　隼人 大山　光 柴　直樹 竹本　朋子 石川　陽子
Ａ 3A 17 15 18 清水　優香 石井　勝久 檜和田　浩昭 大下　達郎 増田　知明 森山　頼伸 小林　善一
B 3B 17 15 18 大塚　誠一 秋山　朋治 飯田　靖史 龍谷　恵吾 大塚　義則 宮地　久実子 橋本　和子
Ａ 4A 22 20 24 大森　晴夫 竹井　佑一 小西　克哉 飯嶋　博昭 大河内　健太 川名　康之 古賀　恵子
B 4B 22 20 24 平塚　悠太 佐久間　保 橋上　美穂 柳沢　雅三 岩元　祐 椎名　貴弘 鈴木　亜子
Ａ 5A 22 20 24 橋上　雅彦 関田　晴雄 山田　秋日郎 星　陽介 小椋　俊彦 岩佐　俊一 渋谷　源
B 5B 22 20 24 堀川　裕輝 花田　恵子 菊池　義徳 関根　昭夫 有賀　涼子 片岡　真由美 ｽﾃﾌｧﾝ ﾏｰﾌｨｰ
Ａ 6A 17 15 18 金澤　智広 石居　利之 倉田　一秀 町田　健 川嶋　二郎 芦田　俊也 日谷　晃
B 6B 16 14 17 加藤　隆広 奥　慎一郎 小堀　悠 小峯　知泰 松岡　伸一 曽我　拓生 佐藤　富也
Ａ 7A 16 14 17 村松　浩 原　恭子 田坂　真一朗 草間　常明 田口　敦也 木曽　晃 木曽　泰子
B 7B 16 14 17 三木　一司 中村　俊明 石田　美由紀 辻　理香 矢作　保 大田　亜希子 吉田　桐絵
Ａ 8A 23 21 25 伊藤　記江 金子　太 鈴木　亮 宇野沢　里実 及川　信之 寺田　萌華 竹井　正雄
B 8B 22 20 24 諏訪　美奈子 北折　隆治 河野　健丸 中村　光一 吉川　和明 廣野　雅也
Ａ 9A 19 17 20 熱海　幸二 田中　英幸 竹下　正宏 檜和田　直美 金井　真砂子 折原　規子 竹内　優
B 9B 18 16 19 柏木　聖子 岩畑　慎一 野田　直利 大森　康生 品川　智美 金澤　千穂 芝田　哲明

10 水色帯9級（幼児～小2）①の部　 10 54 52 35 青柳　孝一郎 秋田谷　一憲 福元　宏幸 小堀　悠 佐々　昌孝 山中　英世
11 水色帯9級（幼児～小2）②の部　 11 54 52 35 関田　光雄 ジェイソン　マーレ 樋口　央 川名　宏幸 富永　雄志 鵜尾　雅隆
12 水色帯9級（小3）の部　 12 59 57 38 鈴木　恵吾 ピエロ バルバ 荻原　宏次 広瀬　洋介 中村　野舞子 内山　仲史
13 水色帯9級（小4～小6）の部　 13 59 57 38 蜂屋　勝巳 ティム エマソン 篠原　貴之 佐藤　広樹 佐藤　陽子 品川　正俊
14 黄色帯8級（幼児・小学生）①の部　 14 53 51 34 酒井　裕也 山崎　丘 小磯　秀和 白野　早苗 柳瀬　孝史 水澤　征也
15 黄色帯8級（幼児・小学生）②の部　 15 53 51 34 木下　光成 瀬戸　涼子 色川　昭浩 岩田　英彦 小西　江津子 坂田　智世
16 黄色帯8級（幼児・小学生）③の部　 16 52 50 33 糸賀　繁一 飯塚　貴子 金澤　秀穂 横溝　旭 行田　千代 及川　洋子
17 黄色帯7級（小学生）①の部 17 58 56 37 永富　真一 佐藤　凌介 伊藤　康司 木原　幸子 寺岡　由紀子 花田　美咲
18 黄色帯7級（小学生）②の部 18 57 55 37 手崎　弘道 狩谷　香 大和　雅子 松尾　由美 河野　光子 柏木　繁俊
19 緑帯6級（小学生）①の部 19 55 53 35 寺田　吉美 角田　年希 坂口　千寿子 清水　厚男 田代　大介 上條　司
20 緑帯6級（小学生）②の部 20 54 52 35 齋藤　紀子 新井　義直 草原　恵美子 矢田　祐司 都築　隆範 安彦　裕司
21 緑帯5級（小学生）の部 21 56 54 36 萩原　慎二 佐藤　和幸 庄司　悟 田中　直樹 慶野　秀生 坂本　修一

Ａ 22A 25 23 29 水戸　貴子 原　豊 福元　玲子 諸岡　國治 小川  直志 中神　秀昭
B 22B 24 22 28 池田　公佳 岩﨑　信彦 秋嶺　和総 板倉　善宏 飯山　博之 三田村　竜太

＜型試合予選　中学生・高校・一般の部＞ □：集合時にプラカード掲示

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 選手係り 審判監査 会場警備 会場警備 会場警備
23 黄色帯・緑帯（中学生）の部 23 48 46 31 酒井　裕也 伊藤　記江 竹下　正宏 安彦　裕司 折原　規子 矢田　祐司 竹内　優 岩畑　慎一 島野　友美 鈴木　恵吾
24 紫帯（中学生）の部 24 30 28 35 岩﨑　信彦 三木　一司 金澤　秀穂 清水　厚男 坂本　修一 慶野　秀生 芝田　哲明 大橋　あき子 町田　綾子 糸賀　繁一
25 茶帯・黒帯（中学生）の部 25 20 18 25 水戸　貴子 飯塚　貴子 鈴木　恵美 草間　常明 田口　敦也 木曽　泰子 色川　昭浩 石居　利之 関田　光雄
26 黄色帯（高校生・一般）①の部 26 47 45 30 木下　光成 村松　浩 大塚　誠一 中村　光一 柳瀬　孝史 品川　正俊 及川　信之 秋田谷　一憲 戸澤　喜勝 柏木　聖子
27 黄色帯（高校生・一般）②の部 27 47 45 30 篠原　貴之 岩畑　厚 伊藤　康司 辻　理香 大田　亜希子 矢作　保 白野　早苗 川村　康司 近藤　賢一 熱海　幸二
28 黄色帯（高校生・一般）③の部 28 46 44 29 原　豊 金澤　智広 竹田　恵子 佐藤　広樹 佐藤　陽子 坂田　智世 石田　美由紀 村松　光子 佐藤　凌介 竹井　佑一
29 緑帯（高校生・一般）①の部 29 51 49 33 青柳　孝一郎 堀川　裕輝 中村　俊明 及川　洋子 品川　智美 金澤　千穂 山崎　丘 福元　宏幸 小西　克哉
30 緑帯（高校生・一般）②の部 30 51 49 33 蜂屋　勝巳 新井　義直 野村　政博 広瀬　洋介 佐藤　富也 中村　野舞子 原　恭子 飯田　靖史 相澤　基秋

Ａ 31A 20 18 23 手崎　弘道 橋上　雅彦 荻原　宏次 鈴木　岳夫 臼倉　憲司 荒井　彩子 金子　太 河野　健丸 柏木　繁俊
B 31B 20 18 23 齋藤　紀子 大森　晴夫 小磯　秀和 高内　桂子 竹本　朋子 平野　直孝 永富　真一 竹井　正雄 野田　直利

32 Ａ 32A 20 18 23 寺田　吉美 坂口　千寿子 角田　年希 林　真紀子 西村　尚子 板倉　善宏 田中　英幸 鈴木　亮 倉田　一秀
B 32B 19 17 21 萩原　慎二 樋口　央 平塚　悠太 飯山　博之 小川  直志 諸岡　國治 奥　慎一郎 山田　秋日郎 田坂　真一朗
Ａ 33A 19 17 21 寺田　幸生 清水　優香 加藤　隆広 石川　陽子 鵜尾　雅隆 大下　達郎 関田　晴雄 内　隼人 小堀　悠
B 33B 19 17 21 田中　淳平 庄司　悟 秋嶺　和総 増田　知明 小林　善一 柳沢　雅三 石井　勝久 木曽　晃 花田　恵子
Ａ 34A 19 17 21 齋藤　準 諏訪　美奈子 狩谷　香 飯嶋　博昭 河野　光子 椎名　貴弘 佐久間　保 中神　秀昭 北折　隆治
B 34B 19 17 21 吉川　貴光 佐藤　和幸 鈴木　恵吾 龍谷　恵吾 大河内　健太 宮地　久実子 秋山　朋治 寺田　萌華

35 初段（高校生･大学生）の部 35 19 17 21 兼子　健雄 福元　玲子 瀬戸　涼子 星　陽介 小椋　俊彦 岩佐　俊一 檜和田　浩昭 吉川　和明

＜型試合予選　一般有段者の部＞

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 選手係り 審判監査 会場警備 会場警備 会場警備
Ａ 36A 26 24 30 寺田　吉美 青柳　孝一郎 糸賀　繁一 鵜尾　雅隆 菊池　義徳 萩原　慎二 永富　南
B 36B 26 24 30 齋藤　紀子 木下　光成 原　豊 奥　慎一郎 山田　秋日郎 佐藤　和幸 岩畑　拓也
Ａ 37A 15 13 16 齋藤　準 - - 鈴木　亮 竹井　正雄 木曽　泰子 前多　杏
B 37B 15 13 16 池田　公佳 - - 中村　光一 品川　正俊 臼倉　憲司 古賀　匠
Ａ 38A 17 15 19 永富　真一 - - 及川　信之 柳瀬　孝史 白野　早苗 平野　麗
B 38A 17 15 19 田中　淳平 - - 慶野　秀生 曽宮　涼 伊藤　涼太 芝田　哲明

1681

寺田　幸生

田中　淳平

齋藤　準

兼子　健雄

吉川　貴光

初段（一般）の部

弐段以上（一般女子）の部

弐段以上（一般男子）の部

水色帯10級（小3）の部

水色帯10級（小4～小6）の部

紫帯・茶帯（小学生）の部

紫帯（高校生・一般）②の部

茶帯（高校生・一般）①の部

茶帯（高校生・一般）②の部

22

紫帯（高校生・一般）①の部31

8

9

6

7 水色帯10級（小2）②の部

水色帯10級（幼児）①の部

水色帯10級（幼児）②の部

水色帯10級（幼児）③の部

水色帯10級（小1）①の部

水色帯10級（小1）②の部

水色帯10級（小2）①の部

1

22

3

4

5

33

34

33

34

36

38

37



＜団体戦予選　幼児・小学生・中学生の部＞

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審（優美） 副審（気魄） 副審（正確） 副審（速さ） 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 選手係り 会場警備
Ａ 39Ａ 19 17 20 岩畑　厚 柏木　繁俊 石田　美由紀 横溝　旭 小堀　悠 広瀬　洋介 中村　野舞子 佐藤　富也 芝田　哲明 兼子　健雄
B 39Ｂ 19 17 20 清水　優香 内　隼人 橋上　美穂 水澤　征也 大森　康生 辻　理香 大田　亜希子 白野　早苗 辻　武琉 吉川　貴光
Ａ 40Ａ 19 17 20 野村　政博 木原　幸子 小西　克哉 篠原　貴之 安彦　裕司 石川　陽子 大下　達郎 小川  直志 竹内　優 手崎　弘道
B 40Ｂ 19 17 20 大橋　あき子 寺岡　由紀子 野田　直利 小西　江津子 矢田　祐司 板倉　善宏 飯山　博之 諸岡　國治 橋上　雅彦
Ａ 41Ａ 19 17 20 岩畑　慎一 花田　美咲 田坂　真一朗 岩田　英彦 田中　直樹 増田　知明 小林　善一 富永　雄志
B 41Ｂ 18 16 19 三木　一司 日谷　晃 飯田　靖史 廣野　雅也 上條　司 矢作　保 柳沢　雅三 高内　桂子
Ａ 42A 17 15 10 大森　晴夫 町田　健 猪俣　かおる 吉田　桐絵 檜和田　直美 平野　直孝 西村　尚子 林　真紀子
B 42B 17 15 10 大塚　誠一 川嶋　二郎 武田　和美 秋田谷　一憲 金井　真砂子 星　陽介 小椋　俊彦 岩佐　俊一
Ａ 43A 17 15 10 坂口　千寿子 秋山　朋治 行田　千代 金子　太 小峯　知泰 竹本　朋子 荒井　彩子 高内　さつき
B 43B 17 15 10 松嶋　登 檜和田　浩昭 山崎　丘 竹井　佑一 松岡　伸一 草間　常明 別府　拓海 堤　一生
Ａ 44Ａ 25 23 19 堀川　裕輝 田中　英幸 渋谷　源 原　恭子 曽我　拓生 及川　信之 坂田　智世 及川　洋子
B 44Ｂ 24 22 18 新井　義直 中村　俊明 川村　康司 倉田　一秀 小磯　秀和 大河内　健太 龍谷　恵吾 宮地　久実子
Ａ 45Ａ 25 23 19 角田　年希 石井　勝久 相澤　基秋 橋本　和子 秋嶺　和総 田口　敦也 折原　規子 坂本　修一
B 45Ｂ 24 22 18 鈴木　恵美 佐久間　保 鈴木　岳夫 松尾　由美 草原　恵美子 河野　光子 飯嶋　博昭 椎名　貴弘
Ａ 46Ａ 17 15 13 村松　浩 近藤　賢一 竹内　静江 古賀　恵子 樋口　央 佐藤　広樹 品川　智美 佐藤　陽子
B 46Ｂ 18 16 13 諏訪　美奈子 佐藤　凌介 関根　京子 鈴木　亜子 福元　玲子 金田　健一 相原　宏和 中島　直美
Ａ 47Ａ 17 15 13 柏木　聖子 関田　晴雄 柴　直樹 村松　光子 伊藤　康司 青柳　忠宏 江畑　康二郎 ﾎｻｲﾝ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｻﾛﾜﾙ
B 47Ｂ 17 15 13 蜂屋　勝巳 荻原　宏次 北折　隆治 花田　恵子 金澤　秀穂 土屋　雄一郎 谷河　徹 藤本　優子
Ａ 48Ａ 20 18 15 岩﨑　信彦 石居　利之 清水　厚男 島野　友美 竹下　正宏 浅井　俊美 阪口　麻子 関口　未散 平井　啓朋
B 48Ｂ 20 18 15 水戸　貴子 狩谷　香 大和　雅子 町田　綾子 河野　健丸 藤井　美樹 平瀬　布貴子 伊藤　純子 佐藤　和

388 ※副審は①優美、②気魄、③正確、④速さを判定する担当に分けます。 主審ポイントは引き分けになった時だけ行使

＜組手試合予選　小学生・中学生の部＞

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 時計係り
49 女子（小1～小2）の部 49 12 11 22 柏木　聖子 清水　優香 岩畑　厚 島野　友美 寺田　萌華 菊池　義徳 川村　康司 狩谷　香 坂口　千寿子 齋藤　準
50 女子（小3～小4）の部 50 28 27 54 寺田　幸生 瀬戸　涼子 町田　綾子 原　恭子 飯塚　貴子 辻　理香 吉田　桐絵 行田　千代 小西　江津子 水戸　貴子
51 女子（小5～小6）の部 51 25 24 48 池田　公佳 諏訪　美奈子 伊藤　記江 村松　光子 松尾　由美 鈴木　哲也 植木　俊哉 竹内　静江 関根　京子 齋藤　紀子

Ａ 52Ａ 17 16 32 草原　恵美子 大塚　誠一 野村　政博 花田　恵子 古賀　恵子 大山　光 森山　頼伸 川名　宏幸 大橋　あき子 村松　浩
B 52Ｂ 17 16 32 蜂屋　勝巳 庄司　悟 岩畑　慎一 石井　勝久 石居　利之 品川　正俊 竹内　優 別府　拓海 堤　一生 鈴木　恵美
Ａ 53Ａ 15 14 28 糸賀　繁一 色川　昭浩 佐久間　保 戸澤　喜勝 相澤　基秋 鵜尾　雅隆 富永　雄志 内山　仲史 三田村　竜太 芝田　哲明
B 53Ｂ 15 14 28 熱海　幸二 秋田谷　一憲 近藤　賢一 山田　秋日郎 小西　克哉 清水　厚男 都築　隆範 永富　南 金井　真砂子
Ａ 54Ａ 15 14 28 平塚　悠太 北折　隆治 佐藤　凌介 河野　健丸 木原　幸子 龍谷　恵吾 大河内　健太 前多　杏 鈴木　亜子
B 54Ｂ 15 14 28 原　豊 山崎　丘 横溝　旭 日谷　晃 廣野　雅也 大塚　義則 川名　康之 橋本　和子 平野　麗
Ａ 55Ａ 22 21 42 橋上　雅彦 中村　俊明 寺岡　由紀子 町田　健 田中　英幸 岩元　祐 古賀　匠 佐々　昌孝 山中　英世
B 55Ｂ 21 20 40 堀川　裕輝 奥　慎一郎 岩田　英彦 川嶋　二郎 小堀　悠 芦田　俊也 伊藤　涼太 白野　早苗 花田　美咲
Ａ 56Ａ 16 15 30 金澤　智広 関田　晴雄 野田　直利 大森　康生 柏木　繁俊 草間　常明 田口　敦也 曽我　拓生 岩畑　拓也
B 56Ｂ 16 15 30 関田　光雄 樋口　央 倉田　一秀 柴　直樹 水澤　征也 檜和田　浩昭 田代　大介 上條　司 檜和田　直美
Ａ 57Ａ 16 15 30 鈴木　恵吾 荻原　宏次 伊藤　康司 木曽　晃 鈴木　亮 星　陽介 関根　昭夫 有賀　涼子 片岡　真由美
B 57Ｂ 15 14 28 永富　真一 福元　宏幸 中神　秀昭 渋谷　源 吉川　和明 秋山　朋治 田中　直樹 矢田　祐司 安彦　裕司
Ａ 58Ａ 20 19 38 萩原　慎二 大森　晴夫 三木　一司 竹下　正宏 竹井　正雄 小峯　知泰 松岡　伸一 慶野　秀生 坂本　修一
B 58Ｂ 19 18 36 田中　淳平 金子　太 加藤　隆広 角田　年希 飯田　靖史 臼倉　憲司 鈴木　岳夫 高内　さつき 荒井　彩子

59 女子（中1～中3）の部 59 4 3 6
60 男子（中1）の部 60 13 12 24
61 男子（中2～中3）の部 61 17 16 32 ティム エマソン佐藤　和幸 岩﨑　信彦 ジェイソン　マーレ 松嶋　登 曽宮　涼 中村　光一 ｽﾃﾌｧﾝ ﾏｰﾌｨｰ 木曽　泰子
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＜組手試合予選　高校・一般の部＞

パート名 ブロック 会場番号 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 呼出係りＡ 呼出係りＢ 選手係り 時計係り 会場警備 会場警備
62 男子（高1～高3）の部 62 12 11 22 田中　淳平 倉田　一秀 飯田　靖史 柏木　聖子 小磯　秀和 板倉　善宏 飯山　博之 諸岡　國治 小川  直志 水戸　貴子 竹内　優
63 女子（高校・一般）の部 63 24 23 46 堀川　裕輝 伊藤　記江 清水　優香 岩畑　厚 諏訪　美奈子 村松　光子 荒井　彩子 高内　桂子 竹本　朋子 齋藤　紀子

Ａ 64Ａ 20 19 38 秋嶺　和総 相澤　基秋 小西　克哉 田中　英幸 北折　隆治 平野　直孝 増田　知明 林　真紀子 西村　尚子 村松　浩
B 64Ｂ 19 18 36 橋上　雅彦 柏木　繁俊 野田　直利 石井　勝久 秋田谷　一憲 小林　善一 川村　康司 石川　陽子 大下　達郎 鈴木　恵美
Ａ 65Ａ 19 18 36 鈴木　恵吾 内　隼人 関田　晴雄 中村　俊明 岩畑　慎一 龍谷　恵吾 飯嶋　博昭 大河内　健太 宮地　久実子 安彦　裕司
B 65Ｂ 19 18 36 手崎　弘道 青柳　孝一郎 小堀　悠 佐久間　保 松嶋　登 椎名　貴弘 柳沢　雅三 及川　信之 河野　光子 石田　美由紀
Ａ 66Ａ 15 14 28 萩原　慎二 金子　太 蜂屋　勝巳 野村　政博 角田　年希 佐藤　富也 草間　常明 田口　敦也 秋山　朋治 鈴木　岳夫
B 66Ｂ 15 14 28 池田　公佳 大塚　誠一 大森　晴夫 新井　義直 三木　一司 坂本　修一 広瀬　洋介 中村　野舞子 折原　規子 田坂　真一朗
Ａ 67Ａ 18 17 34 永富　真一 木下　光成 竹井　佑一 酒井　裕也 篠原　貴之 辻　理香 大田　亜希子 坂田　智世 白野　早苗 別府　拓海
B 67Ｂ 17 16 32 吉川　貴光 岩﨑　信彦 佐藤　和幸 ジェイソン　マーレ 糸賀　繁一 及川　洋子 佐藤　広樹 品川　智美 佐藤　陽子 堤　一生

68 男子（一般黒帯）の部 68 16 15 30 兼子　健雄 齋藤　準 寺田　幸生 ティム エマソン ピエロ バルバ 星　陽介 小椋　俊彦 岩佐　俊一 矢作　保 高内　さつき
A 69A 4 6 12
B 69Ｂ 4 6 12

202 44

<型試合決勝>

型試合決勝戦パート 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 呼出係り 賞杯係り 選手係り 選手係り 選手係り 会場警備
型試合決勝戦（No10～No22） 26 13 20 齋藤　準 萩原　慎二 永富　真一 池田　公佳 手崎　弘道 木下　光成 堀川　裕輝 樋口　央
型試合決勝戦（No23～No38） 32 16 24 吉川　貴光 齋籐　紀子 寺田　吉美 ティム エマソン 水戸　貴子 橋上　雅彦 蜂屋　勝巳 伊藤　康司

＜組手試合決勝＞

組手決勝パート 人数 試合数 時間 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 呼出 賞杯係り 選手係り 選手係り 時計係り 会場警備

☆ 組手試合決勝戦 16 8 24 宗家 齋藤　準 田中　淳平 寺田　幸生
兼子　健雄
吉川　貴光

放送席 東東京地区
青柳　孝一郎
野村　政博

酒井　裕也
川村　康司

大森　晴夫 有段者全員

男子（小4）の部

男子（小5）①の部

男子（小5）②の部

男子（小6）の部

ピエロ バルバ 木下　光成

ピエロ バルバ

青柳　孝一郎 酒井　裕也 新井　義直

56

57

寺田　幸生 鈴木　恵吾

水色帯9級①の部

水色帯9級②の部

男子（一般茶帯以下）の部

男子（小3）②の部

男子（小1～小2）の部

男子（小3）①の部

黄色帯①の部

黄色帯②の部

緑帯以上①の部

緑帯以上②の部

水色帯10級①の部

水色帯10級②の部

水色帯10級③の部

40

44

41

☆

69

64

45

54

53

55

47

58

52

加藤　隆広

67

46

43

42

56

48 中学生の部

39

65

66

男子（シード黒帯）の部 熱海　幸二 金澤　智広

男子（壮年茶帯以下）①の部

男子（壮年茶帯以下）②の部

男子（壮年黒帯）の部

関田　光雄 ティム エマソン

有段者全員

会場警備

宇野沢　里実 柳瀬　孝史 田坂　真一朗 石田　美由紀

東東京地区放送席

平塚　悠太


