
階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

初級　幼年 小林　葉 極真　浜井派東京 60 7

初級　幼年 今井　響介 極真　大田原 70 3

初級　幼年 寺元　英志 極真　浜井派東京 60 7

初級　幼年 後藤　佑 極真舎　総本部 72.5 2

初級　幼年 河野　勇人 極真　浜井派東京 66.5 5

初級　幼年 和工田　樹希 極真　金町 79 1

初級　幼年 孫　可依 極真　浜井派東京 61.5 6

初級　幼年 吉澤　崇太朗 極真　浜井派東京 70 4

初級　小学１年 川合　穂乃 極真　浜井派東京 66.5 1

初級　小学１年 篠藤　世奈 極真　金町 61 7

初級　小学１年 大谷　楓真 礼心会 55 12

初級　小学１年 原科　義市 極真　浜井派東京 53.5 13

初級　小学１年 岸　花音 極真　金町 57.5 9

初級　小学１年 藤田　直央 極真　浜井派東京 35.5 15

初級　小学１年 田村　歩夢 極真　金町 63.5 4

初級　小学１年 宗像　琉 極真　浜井派東京 57.5 9

初級　小学１年 大谷　來郁 礼心会 53 14

初級　小学１年 大塚　武月 極真　浜井派東京 56.5 11

初級　小学１年 青木　逞翔 極真　浜井派東京 60 8

初級　小学１年 福原　愛唯 極真　金町 61.5 6

初級　小学１年 加宮　旬 極真　浜井派東京 61.5 5

初級　小学１年 新矢　羽空丸 極真　金町 68 2

初級　小学１年 山田　咲希 極真　浜井派東京 65 3

初級　小学２年 池田　結人 極真　城西 60 6

初級　小学２年 高橋　佑綺 極真　金町 73.5 2

初級　小学２年 須藤　紅緒 極真　城西 67.5 4

初級　小学２年 大賀　拓人 極真　城西 50 9

初級　小学２年 朴　殷東 極真　金町 73 3

初級　小学２年 藤原　絆吏 極真　城西 53.5 8

初級　小学２年 外山　昊希 極真　新小岩 78 1

初級　小学２年 菅野　雅斗 極真　城西 55 7

第２回東日本型大会　　採点結果表　　（予選の点数を表示）

※階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

初級　小学２年 家村　亮佑 MMA鷹 66 5

初級　小学３年 鈴木　達飛 MMA鷹 50 11

初級　小学３年 坂巻　琥太郎 極真　金町 56.5 6

初級　小学３年 宮澤　ひなた MMA鷹 50.5 10

初級　小学３年 立川　稜大 MMA鷹 52 9

初級　小学３年 松下　雄哉 極真　金町 60 4

初級　小学３年 大庭　竜哉 MMA鷹 42.5 13

初級　小学３年 寺本　紘基 極真　金町 52.5 8

初級　小学３年 菅又　瑠唯 MMA鷹 47 12

初級　小学３年 早川　明里 勇進会 66 1

初級　小学３年 横関　琥珀 MMA鷹 58 5

初級　小学３年 浦田　大和 極真　城西 55 7

初級　小学３年 萩原　太牙 礼心会 62.5 3

初級　小学３年 渡辺　颯 極真　城西 25 14

初級　小学３年 大川　将吾 極真　新小岩 68 2

初級　小学４年 斉藤　颯我 極真　金町 59 6

初級　小学４年 川村　慶太 極真　城西 65 4

初級　小学４年 新津谷　奏汰 極真舎　総本部 58.5 7

初級　小学４年 杉山　琉 MMA鷹 50 12

初級　小学４年 鈴木　茜 極真　城西 68 2

初級　小学４年 折原　寧紀 極真　金町 67.5 3

初級　小学４年 勝呂　龍之介 極真　城西 53.5 11

初級　小学４年 川津　莉子 極真　安斎江戸川 57 8

初級　小学４年 大賀　華凛 極真　城西 54.5 10

初級　小学４年 植木　壮 MMA鷹 欠場 欠場

初級　小学４年 大谷　千冬 礼心会 64.5 5

初級　小学４年 常田　彩乃 極真　城西 57 8

初級　小学４年 䦰目　佑真 極真　佐藤 68.5 1

初級　小学５・６年 山本　幸奈 極真　新小岩 66 2

初級　小学５・６年 田中　晴 極真　城西 47.5 9

初級　小学５・６年 表　青依 極真舎　総本部 61.5 4

初級　小学５・６年 早川　明寿 勇進会 64 3

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

初級　小学５・６年 小宮　幸来 極真　金町 56 8

初級　小学５・６年 吉野　愛菜 極真舎　総本部 59 5

初級　小学５・６年 野田　秀輔 極真　城西 57.5 6

初級　小学５・６年 福田　康将 極真舎　総本部 68 1

初級　小学５・６年 渡邉　琉太 極真　城西 56.5 7

中級　小学１年～３年 仲田　玲 極真　金町 66 5

中級　小学１年～３年 図師　礼華 極真　城西 57.5 6

中級　小学１年～３年 小関　優心 極真　金町 70.5 4

中級　小学１年～３年 渡辺　桜貴 極真　秦野 72.5 3

中級　小学１年～３年 大塚　京太郎 極真　金町 72.5 1

中級　小学１年～３年 今井　里咲 極真　大田原 75.5 2

中級　小学４年～６年 カルピオ　サビン　キシ 極真　安斎江戸川 50 11

中級　小学４年～６年 萩野　結衣 極真　金町 66.5 4

中級　小学４年～６年 内山　愛理 和塾 57.5 6

中級　小学４年～６年 小野　篤人 MAC　東京江戸川 57.5 6

中級　小学４年～６年 萩野　莉奈 極真　金町 63 5

中級　小学４年～６年 筑間　聖利愛 極真舎　千葉本部 70 3

中級　小学４年～６年 髙松　隼 極真　金町 73.5 2

中級　小学４年～６年 河村　亜希 極真　野庭 54 9

中級　小学４年～６年 白石　瑛斗 極真　金町 50 11

中級　小学４年～６年 飯田　真弓 極真　安斎江戸川 55.5 8

中級　小学４年～６年 胡桃澤　花音 極真　金町 72 1

中級　小学４年～６年 大場　翔太 MAC　東京江戸川 52.5 10

中級　中学生 伊藤　大晃
極真　浜井派愛知石
川 62 2

中級　中学生 松葉　唯月 極真　秦野 53.5 5

中級　中学生 髙松　香凛 極真　金町 55.5 3

中級　中学生 山本　幸典 極真　新小岩 60 1

中級　中学生 四宮　蓮旺 極真　城西 55 4

中級　高校生～３９歳 今井　涼花 和塾 48 2

中級　高校生～３９歳 村竹　英至 極真　城西 53.5 1

中級　４０歳以上 胡桃澤　悦子 極真　金町 54 1

中級　４０歳以上 図師　照隆 極真　城西 51 2

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

選抜　小学１年 青山　秦士 礼心会 43.5 2 ◎
選抜　小学１年 大川　竣亮 極真　佐野 52.5 1 既得

選抜　小学２年 岡村　遥乃 MAC　湘南 51.5 8 ◎
選抜　小学２年 佐藤　秋哉 極真　金町 73.5 1 既得

選抜　小学２年 友野　伸之輔 礼心会 56 7 ◎
選抜　小学２年 牧添　隼 極真　港北 58.5 5 ◎
選抜　小学２年 岩切　実隆 礼心会 62.5 3 既得

選抜　小学２年 澤田　慶真 極真　福井 64.5 2 既得

選抜　小学２年 多良間　信公　 極真　金町 62 4 既得

選抜　小学２年 野津　颯太 礼心会 57 6 ◎
選抜　小学３年 瀬藤　詩織 極真　尾張松田 52.5 10 ◎
選抜　小学３年 三ヶ島　なな 礼心会 64.5 4 既得

選抜　小学３年 加古　翔稀　 極真　金町 70 2 既得

選抜　小学３年 穴井　綜一 礼心会 55.5 9 既得

選抜　小学３年 田宮　明 神武館 71.5 1 既得

選抜　小学３年 柴崎　心希 極真　秦野 63.5 6 既得

選抜　小学３年 和工田　笑莉　 極真　金町 68.5 3 既得

選抜　小学３年 春山　大空 カラテスクール 51 12

選抜　小学３年 山野　世救人 極真　福井 64 5 既得

選抜　小学３年 計良　あゐる 礼心会 62.5 7 ◎
選抜　小学３年 上条　敦洋 和塾 欠場 欠場

選抜　小学３年 寉岡　修汰 礼心会 51.5 11 ◎
選抜　小学３年 篠藤　未奈 極真　金町 57.5 8 ◎
選抜　小学４年 山﨑　慈明 礼心会 63 3 既得

選抜　小学４年 佐藤　海璃　 極真　金町 67.5 1 既得

選抜　小学４年 上野　蓮央 極真　埼玉木村 58.5 6 ◎
選抜　小学４年 小倉　悠聖 勇進会 60 5 ◎
選抜　小学４年 大川　湊亮 極真　佐野 56.5 7 ◎
選抜　小学４年 只野　虎太郎　 極真　金町 63 4 既得

選抜　小学４年 中平　葵 極真　佐藤 63.5 2 既得

選抜　小学５年　男子 有井　澄海 極真　武蔵小山 47 13

選抜　小学５年　男子 岩切　真輝 礼心会 49.5 11 ◎

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

選抜　小学５年　男子 畑山　立輝 極真　城西 47 13

選抜　小学５年　男子 会田　隆二 極真　座間 55 8 既得

選抜　小学５年　男子 菅原　巧夢 MAC　東京江戸川 53.5 10 ◎
選抜　小学５年　男子 和工田　凌駕　 極真　金町 70.5 4 既得

選抜　小学５年　男子 笠原　涼太郎 極真　埼玉木村 47 13

選抜　小学５年　男子 与那嶺　太翔 極真　座間 74 2 既得

選抜　小学５年　男子 今村　大楽 極真　埼玉木村 57.5 7 ◎
選抜　小学５年　男子 松本　成己　 極真　金町 64.5 5 既得

選抜　小学５年　男子 小野田　叡仁 極真　足利 54 9 既得

選抜　小学５年　男子 永井　樹 神武館 71 3 既得

選抜　小学５年　男子 山本　貫太　 極真　金町 71 1 既得

選抜　小学５年　男子 酒巻　奏大 極真　栃木 48.5 12 既得

選抜　小学５年　男子 根本　壮琉 勇進会 63 6 ◎
選抜　小学５年　女子 山野　李子 極真舎　総本部 51 7 ◎
選抜　小学５年　女子 人見　ゆうき 極真　大田原 51.5 6 ◎
選抜　小学５年　女子 岡村　澪乃 MAC　湘南 60 4 既得

選抜　小学５年　女子 加古　琴心　 極真　金町 72.5 1 既得

選抜　小学５年　女子 山野　杏子 極真舎　総本部 52.5 5 ◎
選抜　小学５年　女子 小山　美咲 極真　埼玉木村 60 3 既得

選抜　小学５年　女子 篠藤　由奈　 極真　金町 66 2 既得

選抜　小学６年　男子 高橋　悠真 極真　佐野 72 2 既得

選抜　小学６年　男子 高橋　琉玖斗 神武館 76 1 既得

選抜　小学６年　男子 進藤　朋輝 極真　金町 70 3 ◎
選抜　小学６年　男子 久保田　和葉 礼心会 58.5 9 ◎
選抜　小学６年　男子 森井　琉偉 極真　旗の台 61.5 7 ◎
選抜　小学６年　男子 武島　哲平 極真　金町 66 4 既得

選抜　小学６年　男子 前野　叶翔 極真　足利 63.5 6 既得

選抜　小学６年　男子 渡邊　敬介 極真　金町 64 5 既得

選抜　小学６年　男子 古橋　周也 極真　真岡 61.5 7 ◎
選抜　小学６年　女子 髙橋　万凛 極真　安斎江戸川 65 4 ◎
選抜　小学６年　女子 佐野　瑞祇 カラテスクール 61.5 5 ◎
選抜　小学６年　女子 茂櫛　明 極真　栃木 67.5 3 既得

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

選抜　小学６年　女子 田宮　いこい 神武館 73.5 2 既得

選抜　小学６年　女子 三ヶ島　小夏 礼心会 70 1 既得

選抜　中学生　男子 上田　健太 礼心会 68 7 ◎
選抜　中学生　男子 茂櫛　晴 極真　栃木 77 2 既得

選抜　中学生　男子 本藤　一騎 極真　港北 63.5 12

選抜　中学生　男子 渡邉　和哉 神武館 75.5 4 ◎
選抜　中学生　男子 三ヶ島　源 礼心会 67.5 8 既得

選抜　中学生　男子 岡川　紘大 和塾 59 17

選抜　中学生　男子 関根　大悟 極真　港北 61.5 14 既得

選抜　中学生　男子 千葉　恵太郎 カラテスクール 62 13

選抜　中学生　男子 佐藤　龍仁 極真　金町 73 5 既得

選抜　中学生　男子 石綿　元 礼心会 66 10 既得

選抜　中学生　男子 本谷　颯也斗 和塾 66.5 9 既得

選抜　中学生　男子 加古　眞仁 極真　金町 79 1 既得

選抜　中学生　男子 熊川　駿也 礼心会 58.5 18

選抜　中学生　男子 高橋　洸成 極真　佐野 60 15 既得

選抜　中学生　男子 柴崎　慎之助 極真　秦野 60 15

選抜　中学生　男子 梅澤　尚暉 和塾 65 11 ◎
選抜　中学生　男子 鷹野　斗施 極真　五常の会中川 70.5 6 ◎
選抜　中学生　男子 矢口　青空 極真　金町 76.5 3 既得

選抜　中学生　女子 石綿　千乃 礼心会 64.5 4 既得

選抜　中学生　女子 古川　日葵 極真　KWF千葉 70 3 既得

選抜　中学生　女子 岩切　花蓮 礼心会 72.5 2 既得

選抜　中学生　女子 江川　さや香 極真　港北 60 5 ◎
選抜　中学生　女子 若林　結 礼心会 71 1 既得

選抜　マスター　男子 福西　俊博 極真　横浜田中 60 3 ◎
選抜　マスター　男子 山田　英二 極真　福井 74 1 既得

選抜　マスター　男子 羽田　哲也 極真　横浜田中 70 2 ◎
選抜　マスター　女子 小野　美紀 礼心会 66.5 2 ◎
選抜　マスター　女子 前田　明子 礼心会 67 1 既得

選抜　シニア　男子 会田　勝 極真　金町 66.5 3 ◎
選抜　シニア　男子 高橋　伸夫 極真　横浜田中 58.5 4 ◎

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。



階級 名前 道場名 点数
（１００点中） 順位 全日本

権獲得

選抜　シニア　男子 藤崎　茂樹 極真　金町 70 2 既得

選抜　シニア　男子 福富　吉宣 極真　栃木 73.5 1 ◎
選抜　一般　女子 三ヶ島　ゆか 礼心会 69 1 ◎
選抜　一般　女子 前田　ののか 極真　港北 68 2 ◎
選抜　一般　男子 五十嵐　海斗 極真　旗の台 62.5 3 ◎
選抜　一般　男子 杉本　祥伸 和塾 59 4 ◎
選抜　一般　男子 箕浦　柊太 極真　佐藤 58.5 5 ◎
選抜　一般　男子 五十嵐　優斗 極真　旗の台 58 6

選抜　一般　男子 髙山　天聡 和塾 64 2 ◎
選抜　一般　男子 宇津木　耀祐　 極真　佐藤 75 1 既得

※　階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。


