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横浜文化体育館

階級

年中の部 中根　美沙 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 山口　朱衣 (極真高砂) 坪谷　向日葵 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 郭山　峻也 (極真港南台)

中薗　綾乃 (極真千葉) 原　鉄馬 (極真座間) 金谷　香 (西山道場) 渡部　雄輝 (極真座間)

山内　文乃 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 長友　海翔 (極真港北) 岡村　皇洋 (MAC茨城) 西川　新 (松栄塾)

佐藤　豪海 (西山道場) 蔦木　将吾 (東眞會寺西) 湯田　龍矢 (同志會) 岡本　竜 (波立塾)

名倉　瑠以賀 (MAC茨城) 渡部　蒼汰 (西山道場) 浜田　祐太郎 (西山道場) 角田　弧南 (誠心会)

宇佐見　大樹 (MAC本部) 和田　暉元 (MAC本部) 高橋　るみか (勇志会) 樋口　梨乃 (勇志会)

宮本　葵央 (極真港北) 國岡　楓子 (MAC埼玉中央) 宮島　幸乃 (MAC江戸川) 青木　紀樹 (大和塾)

小学2年初級 上田　竣介 (桜塾) 佐藤　らら (MAC本部) 小材　健太 (正吾塾) 安武　佑悟 (極真座間)

高木　琴伽 (極真高砂) 戸叶　龍也 (極真野庭) 松沢　友貴 (士衛塾) 木村　日向子 (勇志会)

樋口　大騎 (極真港北) 西谷　千尋 (極真港北) 増田　源太郎 (極真港北) 松山　大雅 (士衛塾)

小学3年初級 中里　弘樹 (誠心会) 名倉　早羅 (MAC茨城)

小学3年中級 熊倉　みゅう (士衛塾) 中薗　雄介 (極真千葉) 岩本　日向 (誠心会) 角田　宇蘭 (誠心会)

後藤　優太 (MAC本部) 小原　瑞生 (海野道場) 渡辺　恭平 (MAC茨城) 小林　大輝 (桜塾)

須永　翔太 (極真足利) 奥川　皓大 (MAC本部) 近藤　熙 (MAC本部) 小湊　悠登 (星和会館)

小学4年初級 小松　凌 (波立塾) 三ツ矢　智夏 (青育塾)

三浦　真希 (士衛塾) 鎌田　由依 (士道館) 榎本　響 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 千田　黎一 (極真港南台)

石原　与夢 (極真千葉) 小澤　優翔 (極真千葉) 大野　龍真 (極真港南台) 武井　暢亨 (極真武蔵小山)

水野　寧々 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 五十嵐　優貴 (極真港南台) 坪井　優斗 (MAC茨城) 二羽　駆 (桜塾)

宇佐見　将己 (MAC本部) 布川　大喜 (桜塾) 河本　佳大 (鈴木道場) 太田　創 (極真座間)

小学5年初級 安武　伶真 (極真座間) 佐藤　大海 (西山道場)

小学5年中級 速水　大輝 (星和会館) 鴫原　優 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 平岡　恭也 (西山道場) 平岡　龍矢 (西山道場)

小学5年上級 大山　紘之介 (士衛塾) 鈴木　孝太 (MAC本部) 中島　颯樹 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 山田　御都起 (桜塾)

小学6年軽量級(40kg未満) 猿子　和貴 (士衛塾) 國米　凱 (MAC江戸川) 中山　拓 (MAC宮前平) 片岡　晴也 (極真高砂)

小学6年中量級(50kg未満) 松井　大侑 (桜塾) 山田　敦士 (星和会館) 山田　伊寿実 (桜塾) 本間　政丞 (士衛塾)

小学6年重量級(50kg以上) 砂川　貴蓮 (勇志会) 塚島　大地 (極真佐野) 稲部　優輝 (極真港北) 宮元　拓人 (士道館)

女子中級軽量級(49kg未満) 昆　明寿美 (士衛塾) 小川　智 (平川道場)

女子中級体重無差別の部 中島　芙侑佳 (栄光会館) 結城　舞 (桜塾)

シニア中級軽量級(65kg未満) 岡野　一徳 (昭武館)

シニア中級体重無差別の部 広崎　知治 (桜塾)

一般初級軽量級(65kg未満) 河重　聡 (白蓮会館) 立石　理郎 (極真船橋) 椎名　健太 (極真千葉) 植木　良一 (極真真岡)

一般初級体重無差別の部 秋谷　和亨 (極真千葉)

一般中級軽量級(65kg未満) 汐中　義樹 (極真手塚) 滝田　和弘 (極真新小岩)

一般中級体重無差別の部 国井　英幸 (西山道場) 坂本　健志 (極真座間)

中学男子45kg未満の部 高木　貴一 (極真高砂) 武山　祐輝 (桜塾)

中学男子55kg未満の部 水出　開人 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 伊澤　波人 (茅空会)

中学男子65kg未満の部 大石　昌輝 (星和会館) 宮元　啓介 (士道館)

中学男子65kg以上の部 水野　暁記 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ)

階級

女子軽量級（52kg未満) 久保田　綾 (誠心会) 布目　愛美 (誠心会)

女子無差別級 木村　敬代 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 塩見　千夏 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ)

シニア軽量級（68kg未満) 工藤　栄一 (栄光会館) 竹脇　光一 (西山道場)

シニア無差別級 大野　太士 (MAC本部) 西田　正吾 (正吾塾) Richard Northcott (極真増田) 浅野　泰幸 (西山道場)

男子軽量級(67.5kg未満) 中島　清貴 (極真田町) 内田　友和 (昭武館) 塩澤　祐作 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 吉浜　恭介 (MAC本部)

男子中量級(77.5kg未満) 北久保　厚 (極真田町) 大場　那緒太 (極真武蔵小山) 川井　裕一郎 (白蓮会館) 橋本　聡 (極真真岡)

男子無差別級 渡邊　将士 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 鈴木　勝也 (真道会鈴木道場) 渡辺　優 (西山道場) 坂田　好総 (昭武館)

小学1年中上級 敢 闘 賞

小学2年中上級
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年長の部 敢 闘 賞

小学1年初級 敢 闘 賞

敢 闘 賞

小学4年上級 敢 闘 賞

3位準優勝優勝

小学3年上級 敢 闘 賞

小学4年中級 敢 闘 賞

優勝 3位準優勝
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