
87 選抜　年少・中 極真　金町 和工田　樹希 70 奨励賞 ◎



88 選抜　年長 礼心会 岩切　実隆　（既得） 65 既得

89 選抜　年長 極真　金町 佐藤　秋哉　（既得） 70 1 既得

90 選抜　年長 極真　港北 牧添　隼 60 ◎

91 選抜　年長 極真　金町 多良間　信公　（既得） 68 2 既得



92 選抜　小１ 礼心会 穴井　綜一　（既得） 65 4 既得

93 選抜　小１ 礼心会 三ヶ島　なな 70 3 ◎

94 選抜　小１ 極真　尾張名古屋松田 瀬藤　詩織 60 ◎

95 選抜　小１ 極真　金町 和工田　笑莉　（既得） 80 2 既得

96 選抜　小１ 極真　金町 加古　翔稀　（既得) 75 1 既得

97 選抜　小１ 無限勇進会 早川　明里 50

98 選抜　小１ 和塾 岡川　恵士 55

99 選抜　小１ 極真　金町 仲田　玲 64 ◎

100 選抜　小１ 極真　埼玉今井 上村　美波 52

101 選抜　小１ 礼心会 木村　航洋 45

102 選抜　小１ 和塾 中村　泰基 58 ◎



103 選抜　小２ 無限勇進会 小倉　悠聖 50 ◎

104 選抜　小２ 極真　金町 佐藤　海璃　（既得） 65 2 既得

105 選抜　小２ 礼心会 小林　碧太 60 ◎

106 選抜　小２ 極真　浜井派東京 新田　彩姫 58 ◎

107 選抜　小２ 極真　金町 田中　隼人　（既得） 62 3 既得

108 選抜　小２ 同志会 山﨑　慈明　　（既得） 67 1 既得



109 選抜　小３ 無限勇進会 早川　明寿 45

110 選抜　小３ 極真舎　総本部 山野　李子 47

111 選抜　小３ 礼心会 岩切　真輝　（既得） 70 2 既得

112 選抜　小３ 和塾 中村　友香 58 ◎

113 選抜　小３ 極真舎　総本部 山野　杏子 48

114 選抜　小３ MAC　東京江戸川 菅原　巧夢 55

115 選抜　小３ 極真　金町 松本　成己 65 5 ◎

116 選抜　小３ 極真　座間
与那嶺　太翔　（既
得）

67 4 既得

117 選抜　小３ 無限勇進会 根本　壮琉 60 ◎

118 選抜　小３ 神武館 永井　樹　（既得） 77 1 既得

119 選抜　小３ 無限勇進会 斉藤　優歩 44

120 選抜　小３ 極真　埼玉今井 上村　莉央 56

121 選抜　小３ 極真　金町 和工田　凌駕　（既得） 61 既得

122 選抜　小３ 極真　栃木大田原 加茂　尚政 58

123 選抜　小３ 極真　金町 山本　貫太　（既得） 62 既得

124 選抜　小３ 無限勇進会 麻生　海翔 46

125 選抜　小３ 極真　金町 加古　琴心　（既得) 61 既得

126 選抜　小３ 極真　埼玉木村 小山　美咲 53

127 選抜　小３ 極真　金町 藤本　按莉 55

128 選抜　小３ 極真　旗の台 鈴木　一太 68 5 ◎



129 選抜　小４ 極真舎　総本部 廣永　修斗 45

130 選抜　小４ 極真　金町 渡邊　敬介　（既得） 60 3 既得

131 選抜　小４ MAC　東京江戸川 齋木　修斗 50

132 選抜　小４ 極真　金町 金澤　壱成 57 ◎

133 選抜　小４ 極真　安斎江戸川 髙橋　万凛 58 ◎

134 選抜　小４ 空手道　正拳会 竹石　佳也子 56 ◎

135 選抜　小４ 礼心会 三ヶ島　小夏　（既得） 65 2 既得

136 選抜　小４ 極真　金町 武島　哲平 63 1 ◎

137 選抜　小４ 極真　栃木足利 前野　かなと 46



138 選抜　小５ 極真　栃木大田原 加茂　治衡　（既得） 55 既得

139 選抜　小５ 極真　埼玉木村 宮原　結斗 57

140 選抜　小５ 極真　金町 横山　白　（既得） 65 既得

141 選抜　小５ 和塾 梅澤　尚暉 60

142 選抜　小５ 礼心会 上田　健太 66 ◎

143 選抜　小５ 極真　金町 田中　史哉 63 ◎

144 選抜　小５ 極真　浜井派愛知石川 犬飼　杏心 60

145 選抜　小５ 極真　尾張名古屋松田 瀬藤　厳太 58

146 選抜　小５ 極真　港北 本藤　一騎 64 ◎

147 選抜　小５ 礼心会 岩切　花蓮　（既得） 69 4 既得

148 選抜　小５ 和塾 岡川　紘大 62

149 選抜　小５ 礼心会 宮本　佐恵 60

150 選抜　小５ 極真　港北 関根　大悟 68 5 ◎

151 選抜　小５ 礼心会 脇田　海音　（既得） 70 3 既得

152 選抜　小５ 極真　金町 佐藤　龍仁　（既得） 71 2 既得

153 選抜　小５ 礼心会 若林　結　（既得） 74 1 既得

154 選抜　小５ 和塾 中村　心春 61

155 選抜　小５ 極真　金町 徳納　來音 59

156 選抜　小５ 極真　埼玉木村 掛川　結衣 60



157 選抜　男子小６～中２ 礼心会 川島　丈弥 58

158 選抜　男子小６～中２ 極真　金町 加古　眞仁　（既得） 68 2 既得

159 選抜　男子小６～中２ 神武館 永井　創 65 5 既得

160 選抜　男子小６～中２ 極真　金町 藤本　寿大弥 60

161 選抜　男子小６～中２ 礼心会 三ヶ島　源 61 ◎

162 選抜　男子小６～中２ 極真　旗の台 五十嵐　海斗 55

163 選抜　男子小６～中２ 礼心会 播磨　諒丞 62 ◎

164 選抜　男子小６～中２ 礼心会 若林　真　（既得） 70 1 既得

165 選抜　男子小６～中２ 極真　金町 矢口　青空　（既得） 65.5 4 既得

166 選抜　男子小６～中２ 和塾 梅澤　和暉 66 3 ◎

167 選抜　男子小６～中２ 和塾 本谷　颯也斗 63 ◎

168 選抜　男子小６～中２ 礼心会
宇田川　拓音　（既
得）

64 既得



169 選抜　女子小６～中２ 極真　金町 渡邊　朱莉 58

170 選抜　女子小６～中２ 極真　安斎江戸川 大塚　タシャ 59

171 選抜　女子小６～中２ 極真　金町 武島　陽菜 69 1 ◎

172 選抜　女子小６～中２ 同志会 石綿　千乃 63 ◎

173 選抜　女子小６～中２ 礼心会 播磨　亜美 65 ◎

174 選抜　女子小６～中２ 礼心会 三ヶ島　玲奈 64 ◎

175 選抜　女子小６～中２ 極真　浜井派愛知石川 片山　かな子 57

176 選抜　女子小６～中２ 極真　新小岩 塚本　実莉 60

177 選抜　女子小６～中２ 極真　安斎 田中　愛美 66 4 既得

178 選抜　女子小６～中２ 極真　金町
横山　紫恵良　（既
得）

68 3 既得

179 選抜　女子小６～中２ 礼心会 脇田　莉湖　（既得） 70 2 既得



180 選抜　女子マスター 礼心会 三ヶ島　ゆか 62 奨励賞 ◎



181 選抜　男子マスター 極真　金町 和工田　周伸 67 奨励賞 ◎



182 選抜　男子シニア 極真　金町 藤崎　茂樹 64 1 ◎

183 選抜　男子シニア 極真　金町 会田　勝 65 ◎



184 選抜　女子一般 極真　安斎 田中　美優 68 奨励賞 ◎



185 選抜　男子一般 極真　旗の台 五十嵐　優斗 55 ◎

186 選抜　男子一般 空手道　正拳会 竹石　英雄 60 1 ◎


