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｢全日本代表権獲得者｣欄に｢獲得｣と表記ある選手が、本大会で代表権を獲得した選手です。
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選抜 年長男子上級 優勝 亥飼 渚生 極真埼玉木村 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 年長男子上級 準優勝 獲得 宮本 皐央 極真港北
選抜 年長男子上級 3位 獲得 澤村 英二 同志会
選抜 小1女子上級 優勝 望月 美咲 MAC本部 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 小1女子上級 準優勝 獲得 森 唯華 MAC仲町台
選抜 小1女子上級 3位 獲得 山﨑 樹璃 勇志会
選抜 小1男子上級 優勝 獲得 八谷 昌輝 極真宮城
選抜 小1男子上級 準優勝 細矢 秀太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 小1男子上級 3位 獲得 宮澤 楓芽 極真館
選抜 小1男子上級 3位(4位) 石澤 大輝 極真佐野
選抜 小2女子上級 優勝 荒井 実夏 月心会 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ優勝
選抜 小2女子上級 準優勝 土橋 詩 MAC三鷹 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 小2女子上級 3位 獲得 小林 麗於菜 士衛塾
選抜 小2女子上級 3位 獲得 堤 夏蓮 武心塾カラテ
選抜 小2男子上級 優勝 獲得 渡辺 凜太郎 士衛塾
選抜 小2男子上級 準優勝 獲得 中村 愛煕 ﾉｰﾃｨ-ｶﾗﾃｱｶﾃﾞﾐｰ
選抜 小2男子上級 3位 並里 怜夜 極真大平
選抜 小2男子上級 3位 武蔵 陸統 士衛塾
選抜 小3女子上級 優勝 市川 音和 極真館 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 小3女子上級 準優勝 獲得 髙瀬 氣穂 極真真岡
選抜 小3女子上級 3位 獲得 吉岡 つぐみ 渡邊道場
選抜 小3男子上級 優勝 獲得 生方 崇太郎 拳心会館
選抜 小3男子上級 準優勝 獲得 望月 雅也 MAC本部
選抜 小3男子上級 3位 多良間 大志 極真館
選抜 小3男子上級 3位 山田 拳真 同志会
選抜 小4女子上級 優勝 樋口 梨乃 勇志会 09全日本優勝
選抜 小4女子上級 準優勝 村瀨 二千華 男塾 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ3位
選抜 小4女子上級 3位 中薗 綾乃 極真千葉 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ優勝
選抜 小4女子上級 4位 獲得 竹吉 杏 極真浜井
選抜 小4女子上級 5位 獲得 清水 空 北晋寺西道場
選抜 小4男子上級 優勝 獲得 浜田 祐太郎 西山道場
選抜 小4男子上級 準優勝 獲得 鶴見 佳緯 MAC茨城
選抜 小4男子上級 3位 和田 暉元 MAC本部
選抜 小4男子上級 3位 佐藤 豪海 西山道場
選抜 小5女子上級 優勝 獲得 山下 渚 男塾
選抜 小5女子上級 準優勝 獲得 上瀬 千里 西山道場
選抜 小5女子上級 3位 佐藤 優月 飛馬道場
選抜 小5男子上級40未満 優勝 獲得 新垣 翔吾 相模原鈴木道場
選抜 小5男子上級40未満 準優勝 獲得 豊田 太輝 西山道場
選抜 小5男子上級40未満 3位 新里 勇斗 渡邊道場
選抜 小5男子上級40未満 3位 小野 颯人 相模原鈴木道場
選抜 小5男子上級40以上 優勝 澤谷 大樹 士衛塾 10最強決定戦優勝
選抜 小5男子上級40以上 準優勝 獲得 阿部 祥大 士衛塾
選抜 小5男子上級40以上 4位 増田 源太郎 極真港北
選抜 小5男子上級40以上 3位 獲得 塚本 成夢 星和会館
選抜 小6女子上級 優勝 山口 礼奈 極真館 09全日本優勝
選抜 小6女子上級 準優勝 獲得 佐藤 らら MAC本部
選抜 小6女子上級 3位(4位) 熊倉 みゅう 士衛塾
選抜 小6女子上級 3位 獲得 近藤 瑠美 極真港南台
選抜 小6男子上級40未満 優勝 大房 宇斗 MAC本部 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ3位
選抜 小6男子上級40未満 準優勝 獲得 鈴木 将理 男塾
選抜 小6男子上級40未満 3位(4位) 樋口 尚行 勇志会
選抜 小6男子上級40未満 3位 獲得 佐藤 大晟 MAC埼玉西
選抜 小6男子上級40以上 優勝 後藤 優太 MAC本部 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ優勝
選抜 小6男子上級40以上 準優勝 斎藤 誠晃 MAC本部 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 小6男子上級40以上 3位(4位) 獲得 小島 大我 士衛塾
選抜 小6男子上級40以上 3位 獲得 渡辺 恭平 MAC茨城
選抜 中学女子軽量級 優勝 佐藤 エリカ 極真千葉 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ優勝
選抜 中学女子軽量級 準優勝 大木 紗理奈 FSA拳真館 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 中学女子軽量級 3位(4位) 獲得 久保 亜唯里 MAC江戸川
選抜 中学女子軽量級 3位 獲得 関添 瑠夏 飛馬道場
選抜 中学女子中量級 優勝 雨宮 未沙 北晋寺西道場 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ優勝
選抜 中学女子中量級 準優勝 獲得 勝又 日奈子 西山道場
選抜 中学女子中量級 3位 獲得 砂川 貴蘭 勇志会
選抜 中学女子重量級 優勝 樋口 朱里 相模原鈴木道場 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 中学女子重量級 準優勝 獲得 小牧 美櫻 西山道場
選抜 中学女子重量級 3位 獲得 亀山 陽南子 如心館
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選抜 中学男子45kg未満 優勝 獲得 大石 航輝 西山道場
選抜 中学男子45kg未満 準優勝 猿子 和貴 士衛塾 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ優勝
選抜 中学男子45kg未満 3位 坪井 優斗 MAC茨城 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ3位
選抜 中学男子45kg未満 3位 獲得 安島 竜司 西山道場
選抜 中学男子55kg未満 優勝 獲得 仲上 龍馬 極真港北
選抜 中学男子55kg未満 準優勝 太田 創 極真座間 09全日本優勝
選抜 中学男子55kg未満 3位 獲得 澤栗 光輝 武心塾
選抜 中学男子55kg未満 3位(4位) 蛯沢 昇太 如心館
選抜 中学男子65kg未満 優勝 獲得 伊澤 笙 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ
選抜 中学男子65kg未満 準優勝 獲得 木下 毅顕 武心塾
選抜 中学男子65kg未満 3位 実川 駿 極真千葉
選抜 中学男子65kg未満 3位 佐藤 大海 西山道場
選抜 中学男子65kg以上 優勝 獲得 水野 翔太 極真千葉
選抜 中学男子65kg以上 準優勝 増田 真之介 極真港北 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ3位
選抜 中学男子65kg以上 3位 獲得 山中 誠道 極真高砂
選抜 高校女子軽量級 優勝 伊藤 里紗 士衛塾 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 高校女子軽量級 準優勝 山田 彩夏 MAC本部 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ優勝
選抜 高校女子軽量級 3位 獲得 伊藤 帆南 士衛塾
選抜 高校女子軽量級 3位 獲得 川内 知夏 MAC埼玉中央
選抜 高校女子重量級 優勝 須藤 里紗 相模原鈴木道場 09全日本優勝
選抜 高校女子重量級 準優勝 雨宮 咲輝 北晋寺西道場 09ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ優勝
選抜 高校女子重量級 3位 獲得 実川 彩乃 極真千葉
選抜 高校女子重量級 3位 獲得 鈴木 愛美 同志会
選抜 高校男子軽量級 優勝 獲得 生神 拓也 士衛塾
選抜 高校男子軽量級 準優勝 山嵜 智世 MAC埼玉西 09全日本優勝
選抜 高校男子軽量級 3位 小浦 翼 翔拳塾小浦道場 09全日本優勝
選抜 高校男子軽量級 3位 獲得 斎藤 雅也 宮本道場
選抜 高校男子中量級 優勝 獲得 森田 奈男樹 宮本道場
選抜 高校男子中量級 準優勝 獲得 曲師 克哉 極真武蔵小山
選抜 高校男子重量級 優勝 上田 幹雄 宮本道場 09全日本優勝
選抜 高校男子重量級 準優勝 大石 昌輝 星和会館 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ準優勝
選抜 高校男子重量級 4位 小川 凌 極真千葉 10ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ優勝
選抜 高校男子重量級 5位 獲得 石山 哲 士衛塾
選抜 高校男子重量級 3位 獲得 河野 和裕 極真千葉


