
IBKO第12回全日本選抜in栃木　ビギナーズチャレンジ北関東交流戦

【初中級の部】結果
階級

年中 滝本　恵介
極真拳武會さいたま浦
和

年長初中級 高岩　大地 極真栃木大平

小1女子初中級 佐藤　裕可 極真栃木

小1男子初中級 白田　快人 極真栃木真岡 笠原　裕貴 栃木川島道場 菱沼　ルキア 極真栃木真岡 渋谷　粋生 極真栃木佐野

小2女子初中級 篠原　蒼 極真栃木佐野

小2男子初級 野口　隼也 一狼塾 鈴木　愛琥 極真栃木益子 小野　翔空 極真栃木佐野 沖中　優人 極真栃木佐野

小2男子中級 佐々木　湊 極真埼玉木村 佐々木　暁人 極真埼玉木村

小3女子初中級 坂本　萌維 極真栃木大田原

小3男子初級 戸川　颯 桜琳塾 小森　悠世 極真栃木真岡

小3男子中級 鈴木　玲音 極真茨城桝田 渡邉　淳己 極真栃木大田原

小4女子初中級 岡本　愛 FCK栃木 髙橋　もえ FCK栃木

小4男子初級 福井　駿汰 拳友会中山

小4男子中級 岸本　旺志郎 拳友会中山 斎藤　漣 拳友会国際総本部

小5・6女子初中級 木村　香音（小5） 拳友会中山

小5男子初中級
38未満 清水　琉杜 桜琳塾

小5男子初中級
38以上 酒巻　奏大 極真栃木

小6男子初中級
43未満 前野　叶翔 極真栃木足利

小6男子初中級
43以上 藤倉　康誠 栃木川島道場

中2女子初中級 星野　沙来 一狼塾

IBKO第12回全日本選抜in栃木　ビギナーズチャレンジ北関東交流戦

【選抜の部】結果及び代表権獲得者
階級

年長選抜 小岩井　咲我（既得） 桜琳塾 中澤　倫子 極真栃木真岡 沼田　康誠 拳友会国際総本部 杉野　史織 桜琳塾

小2女子選抜 沼田　佳音 拳友会国際総本部 柳川　志帆（既得） 極真宮城北杜塾 八木沢　実琴（既得） 極真栃木大田原 小岩井　咲音小1（既得） 桜琳塾

小1男子選抜 中村　琉惺（既得） 極真拳武會さいたま浦和 福田　恵大 極真拳武會有明千鳥 島田　和輝 極真栃木大平 大川　竣亮（既得） 極真栃木佐野

小2男子選抜 松本　常（既得） 桜琳塾 林田　頼人 桜琳塾 橋本　大和（既得） 極真福島安斎 柳田　竜都 一狼塾

小3女子選抜30未満 三木　香里奈 拳友会中山 青木　優空 桜琳塾 福士　紗菜 極真拳武會さいたま浦和

小3男子選抜30未満 小田島　凜久 拳友会中山 加藤　旺介 極真栃木益子 加古　翔稀 極真下町金町

小3男子選抜30以上 鈴木　猛 極真宮城森 小関　優心 極真下町金町 山本　琉士郎（既得） 拳友会中山 川野　正太朗（既得） 極真栃木真岡

小4女子選抜34未満 柳田　稀音（既得） 一狼塾 横地　李佳 極真拳武會平和島 武田　麗羽（小3） 至真会館 宮﨑　理央 光誠会

小4女子選抜34以上 堀本　穂稀（既得） 心温塾 針谷　奈花 極真茨城桝田 長塚　唯 桜琳塾

小4男子選抜34未満 冨山　絢翔 拳友会中山 小岩井　咲空 桜琳塾 矢口　瑛斗 大鹿道場 大木　敬佑 拳友会国際総本部

小4男子選抜34以上 花香　耀磨 極真埼玉木村 小野　颯介（既得） 極真拳武會さいたま浦和 鈴木　勇翔 極真宮城森 山口　瑠葦 極真埼玉木村

小5女子選抜38以上 片栁　美咲（既得） 極真栃木大平 塩満　美嘉（既得） 桜琳塾 加古　琴心（既得） 極真下町金町

小5男子選抜38未満 永井　樹 神武館 岡村　奏洋 一狼塾 岩野　歩夢 拳友会中山 物江　恭太朗（既得） 五十嵐道場

小5男子選抜38以上 上岡　遙人（既得） 極真栃木大平 細内　大翔 極真栃木大平 本杉　一颯 立志会 前田　海斗 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小6女子選抜43未満 荒明　央葵 五十嵐道場 岩崎　純菜（既得） 極真栃木大平 斎藤　百華 拳友会国際総本部 豊﨑　姫衣沙（既得） 五十嵐道場

小6男子選抜43未満 小金澤　亮馬 極真拳武會さいたま浦和 本橋　理樹 極真東京足立選手會 鈴木　健吾 極真宮城森 武島　哲平 極真下町金町

小6男子選抜43以上 堀本　祐惺（既得） 心温塾 谷口　一哉 義和流拳法 山田　泰聖 士衛塾新潟 宮﨑　雄大 極真東京足立選手會

中1女子選抜47未満 高橋　有沙 極真宮城森 岸本　乃々子 拳友会中山

中1女子選抜47以上 中村　來亜（既得） 心温塾 石黒　心春（既得） 武立会館 戸川　夕渚 桜琳塾 北口　瑠杏小6（既得） 極真栃木足利

中1男子選抜50未満 網野　佑斗 極真埼玉木村 茂櫛　晴 極真栃木

中1男子選抜50以上 花香　琢磨（既得） 極真埼玉木村 齋藤　桜舞（既得） 極真拳武會埼京城北 鈴木　斗大（既得） 極真福島安斎 椎名　真生 拳友会中山

中2男子選抜53未満 石綿　元（既得） 礼心会 島田　琉成 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 紺野　煌人（既得） 神武館 小笠原　駿 極真宮城森

中2男子選抜53以上 武田　優空 至真会館 黒須　大智 極真栃木 中澤　歩夢 極真茨城桝田 大石　稜悟 至真会館

中3男子選抜55以上 紅谷　凱（既得） 極真拳武會さいたま浦和 紺野　愛翔（既得） 神武館

高1男子選抜60以上 小田部　海斗 極真栃木益子 横山　裕太郎 極真茨城桝田

高2男子選抜63以上 小嵜　太陽（既得） 五十嵐道場 武田　日向 至真会館

推薦 齋藤　琉杜 極真栃木大田原 寉岡　修汰 礼心会

階級 階級 階級

小5女子選抜38未満 鈴木　はぐみ 桜琳塾 中2女子選抜50未満 藤井　彩心 拳友会中山 高2男子選抜63未満 紺野　北斗 神武館

選抜選抜

＊黄色枠は、表彰されていないが代表権獲得した選手です

2019年12月15日　真岡市武道体育館

2019年12月15日　真岡市武道体育館

優勝（選抜1位） 準優勝（選抜2位） 3位（選抜3位） 3位（選抜4位）

優勝 準優勝 3位 3位

【選抜の部】試合不成立・代表権獲得者
選抜


