
名前 道場 身長/体重

中野太智 極真香川 122/22
和工田樹希 極真坂本派 120/22
山田虎鉄 極真浜井派 122/20
木下楓煌 極真宮崎 118/24.5
山﨑創太 昇心塾 130/24
田中喬雅 昇心塾 118/20
前津宗一翔 志成館 123.7/26.1
礒部礼 無限勇進会 126/27
香川琉成 極真北海道N 114/21
蔭山いろは 力愛会 119/23
中澤倫子 極真坂本派 122/26
岩元勇気 暁 130/29
伊藤蒼一郎 仁友会 123/27
松田久優雅 白蓮会館 118/23
加藤颯 優至会 120/21
本杉一騎 立志会 117/22
山下環 眞琉會 114/22
兵庫歩香 金森道場 118/22.5
藤田莉王 LAGYM藤田道場 120/38
中谷彗星 眞琉會 117/22
一松秀 真盟会館 114.5/19.8
杉野史織 桜琳塾 118/21
小岩井咲我 桜琳塾 115/22
小島泰史 極真北海道N 121.5/23
岡根侑叶 井上道場 110/20
石川琉希 誠會 112/20
河谷悠月 極真関西 120/27
田上博登 極真関西 115/19
佐藤隼佑 極真関西 110/19
楠本凱彌 極真関西 114/20

宮本大司 極真熊本 132/31.3
原田崇光 極真熊本 118/20.7
高橋一綺 志成館 118/24
牛尾隆成 極真横浜港南台 118/24.4
永嶋丞 圏彗會 120/27
髙木志音 成心會 132/27.5
小野一翔 極真横浜港南台 124/25
長岡愛虎 拳心会館 119/22
福田恵大 極真拳武會 124/26
北澤颯一郎 極真髙木道場 132/31
越智埜滉 極真福井 123/22
冨山莉玖羽 新極真会 120/23
赤井駿亮 極真横浜港南台 131/29
東力伊織 LAGYM藤田道場 132/40
新實礼磨 立志会 128/29
中村新汰 圏彗會 121/27
橋本龍之介 勇誠会 135/34
小湊輝 極真誠和會 122/25.6
生島大晴 成心會 135/35
中岸愛琉斗 内田塾 129/29
板橋永樹 正道会館 130/30
池沢龍雅 極真北海道N 124.2/26.8
小池夏向 新極真会 122/27
山下龍絆 白蓮会館 117.5/23.8
中村琉惺 極真拳武會 123/22
大西翔己 白蓮会館 121/22

小学1年生の部（男女混合）

小学2年生の部男子の部



多野龍心 極真石川 125/29
川波伊織 千山道場 127/26
堀田健二郎 千山道場 115/26
嶋田輝大 極真福井 126/26
後藤結心 極真小嶋道場 126.5/24.6
古田悠真 極真横浜港南台 136/37
児玉勇吹 侍道志格闘塾 128/28
小林秀太郎 勇誠会 114/19
芥川團 極真愛媛 126/30
今西應介 極真関西 126/41
朝比奈渉 極真関西 124/25
中久保陽仁 極真関西 122/24
服部瑛大 極真関西 130/25

仲摩玲那 新誠會 119/23
杉本楓梨 福田道場 122.5/26
南友利葵 白蓮会館 131/31
黒木寿蘭 真盟会館 130/32
都築梨那 世界闘英館 126/37
小岩井咲音 桜琳塾 117/22
丸山陽菜 拳聖塾 128/32
玉置桧菜 昇心塾 125/25
有田美虹 龍士會 125/26
石川杏菜 龍士會 118/21
清水ひなの 如水会館 /27.5

長岡龍信 拳心会館 131/40
松本常 桜琳塾 131/31
大嶋恵輔 戦士會 127/27
塚本大剛 優至会 129/29
山下翔大 誠會 136/32
石飛一翔 成心會 132/28.5
樽井覇 江坂道場 125.6/25.4
櫻井颯人 烈士塾 121/23.9
波木井春陽 白蓮会館 136.5/38
柳谷龍汰 武奨館 132/26
濱煌我 顕正会館 130/30
小島崇太 極真北海道N 128/25
越田蓮基 極真北海道N 138/36
橋本大和 極真安斎派 132/25
佐藤大緒 極真愛媛 134/32.3
竹内将太郎 極真福井 130/33
藤野瑠聖 白蓮会館 131/32
落丸結稀 侍道志格闘塾 124/24
木下煌之介 白蓮会館 128/26.5
橋本一毅 白蓮会館 140/34
清田崇光 七生会 128/26
三木翔聖 至道会館 123/24.5
関岡湊斗 悠心道場 136/29
早川友基 大心館 135/31
野地川煌生 大心館 132/36
一松仁 真盟会館 124/23.5
長山拳悟 正樹道場 131/30
比嘉凜音 白蓮会館 141/48
小寺愛斗 光道會館 126/26.5
古田蒼虎 柔拳 130/33.2
日比野永季 世界全極真 134/27.5
杉山渓人 極真静岡伊東 128/27
守屋蒼助 極真静岡伊東 129/27

小学2年生の部女子の部

小学3年生の部男子の部



岡野遼成 極真宮崎 131/29
藤原心侍朗 一拳会 129/27
村岡達也 白蓮会館 134/26.4
松坂龍之介 極真富山 133/30
小井義斗 極真富山 136/32
井上篤人 極真石川 126/25
鍋田悠斗 極真関西 123/31
松本樂生 極真関西 123/28
長谷美名澄 極真関西 124/24.5
西川隼矢 極真関西 131/30
木村幸聖 極真関西 120/22
永田秀光 極真福井 126/

吉田谷蘭 空身館 132/28.5
奈良優寿貴 魚本流 133/24.5
蒲生七美 極真香川 127/26
増田雫 龍士会 121/25
中村真里 極真東京東久留米 132/27.7
佐藤愛里 極真東京東久留米 123/25.5
髙西琉花 極真長谷場派 122.5/23
田尻鈴果 真闘塾 136/40
長谷川萌香 極真北海道N 132/32
藤田明羽 世界全極真 124.6/25
速水初唯 白蓮会館 140/40
田中美颯 正援塾 123.9/31
曽和咲良 金剛カラテ 133/34
竹内優奈 白蓮会館 136.5/32.5
笠井一花 川田道場 /24
高見芽生 至道会館 133.7/27.9

秋葉竜之介 無限勇進会 138/35
横井鉄生 正道会館 132/29
東一心 極真浜井派 132/28
北出琥珀 凜水流 130/32
田中蓮 真士会 140/37
元田魁 聖武会館 127/28.5
神田悠駿 白蓮会館 132/29
渋谷優河 無限勇進会 138/30
岡裕人 極真愛媛 147/58
前田陽斗 勇誠会 128.7/27.8
清家和桜 極真関西 130/27
織田預功 極真関西 132/31
西野誠史朗 極真関西 138/40
戎玲生 白蓮会館 135/34
平木亮宇 白蓮会館 135/32
太田晴之空 正援塾 141/32
澤田廉平 拳悠会 130/28.5
原口大輝 正援塾 141/35
鈴木猛 黎明会館 136/34
井上優斗 暁 133/35
堀田尚聖 千山道場 135/31
中庭大我 勇輝会館 142/42
小﨑太雅 真誠塾 142/37
増田太陽 白蓮会館 136/37
竹中颯起 拳王塾 130/29
松坂壮良 義道会館 145/48.3
村上龍之介 極真北海道N 135/36.2
郷和杜 極真北海道N 138/33
佐藤志音 極真北海道N 125/30

小学3年生の部女子の部

小学4年生の部男子の部



小野祥汰 勇誠会 132/28
森健人 眞琉會 143/32
渡邉賢士朗 恵誠会 127/26
北井琉飛海 宮野道場 143/47.9
関野煌愛 光道會舘 134/35
岩城斗也 極真愛媛 128/29
本岡琥太郎 宮野道場 138/37
本郷晴琉 FKC輝心会 126/27
野添裕誠 極真静岡伊東 132.5/39.5
磯﨑叶歩 極真宮崎 130/28
宗石凰雅 極真横浜港南台 129/31
冨山莉王 新極真会 130/30

西村一花 極真関西 140/37
河合風花 一拳会 134/34
伊藤実紅 仁友会 132/31
仁田水咲良 誠真会館 149/49
上野彩心 一拳会 144/40
大石香歩 フリー 138/40
上田愛心 極真熊本 140/33
川村香笑 極真横浜港南台 128/28
宮内桜那花 志成館 130/25
小谷愛桜 極真関西 129/31
安川瑠奈 極真関西 136/29.5
上田梓乃 昇心塾 129/37
井上桜花香 世界全極真 128/26
柿本莉沙 拳悠会 135/29
江川果穂 力愛会 130/27
上田詞子 勇誠会 141/35
大屋かずは 極真富山 134/31
廣畑和沙 勇輝会館 134/29
松井瞳依 極真愛媛 131/28
中村結愛 川田道場 125/26
吹屋咲妃 川田道場 132/33
近藤麗愛 心道會 140/31
神埜詩穂 極真北海道N 149/40
辻心愛 白蓮会館 132.2/31.2

髙見亮諄 横山道場
平田将太郎 極真関西 135/29.5
長谷名澄 極真関西 145/49.5
田上晴登 極真関西 134/33
服部煌大 極真関西 145/31
佐藤竜大 極真関西 131/30
溝上瑛太 極真関西 145/47
朝比奈勇真 極真関西 142/43
西野竜馬 極真関西 148/49
勢力志道 極真関西 135/32.5
西川剣史 極真関西 147/38
光山鉄太 西田道場 132/30
田村莉久翔 男塾 146/40
大島利輝 極真浜井派 138/29
田中悠介 極真静岡伊東 137.5/38.5
西山歩輝 極真香川 142/42.7
蒲生悠哩 極真香川 137/31
牛尾侍音 極真横浜港南台 131.4/28.1
岩村寛吾 志成館 153/40
足立航太郎 昇心塾 144/40.5
平松空翔 拳実会 131/27

小学4年生の部女子の部

小学5年生の部男子の部



八間川禮 井上道場 138/37
今越宏季 極真富山 133/29
熊谷莉希 極真東京東久留米 134/33
安樂瑛太 真結氣 144/37
髙山大輝 真結氣 131/32
佐久間陸翔 極真埼玉草加 142/32
山田虎太朗 極真浜井派 132/26
中村弦楽 極真石川 133/30
中村歩楽 極真石川 128/30
岡根昊叶 井上道場 140/40
土棚智仁 井上道場 135/41
児嶋尚亜 真闘塾 132/26
髙岡日向 悠心道場 150/42
宇井悠輔 極真石川 139.5/41
中畑翔大 白蓮会館 135/33.8
水野透麻 聖武会館 143/46
池内琥星 極真愛媛 126.8/28.3
大谷颯士 白蓮会館 141/50
二谷涼太 拳悠会 131/29
夏山李空 白蓮会館 141/42
山本颯良 成心會 131/29
徳地海風 暁 135/32
竹村輝人 極真福井 130/28
村上剣心 世界全極真 140/39
大曽根愛斗 極真浜井派 135/30
野坂蓮真 白蓮会館 150/49
森徹平 森道場 129/29
兵庫依蕗 金森道場 138/36
丸山慶冴 金森道場 141/35.2
牧野輝志 正援塾 142/41
森本隆之介 魚本流 139.2/29.4
野中心平 極真北海道N 146/36
吉川峻平 極真北海道N 144/32
井川咲希 白蓮会館 150/52
西村晄太朗 真盟会館 151/41
井上慶覇 極真小嶋道場 145/49
塚本悠剛 優至会 134/33
宮田耀太 福山道場 134/30.8
岡島舜斗 極真館 140/38
永田蒼右介 白蓮会館 144.5/44
大西優星 仁友会 140/42
小岩井咲空 桜琳塾 132/32
傍島虎白 白蓮会館 141/35
大嶋隆太郎 戦士會 149/57
寺西憂裕 柔拳 142/35
大鹿倫毅 大鹿道場 143/43
奈良幸明 魚本流 142/32
花香耀磨 極真埼玉草加 139/40
中村碧斗 小阪会館 130/30
長谷川凰星 無限勇進会 142/42
三橋興成 極真千葉八千代 143/53.5

神原杏菜 極真愛媛 129/28
北野瑞 格闘塾 138/35
金子海里 真武會 151/41.5
小林央佳 白蓮会館 142/35.5
井上葉奈 暁 149/49
澤田莉奈 極真東京東久留米 134/33
馬田いちか 極真福井 134/30

小学5年生の部女子の部



藤田心和 世界全極真 130/28.6
喜多湖夏 極真関西 140/31
野嶋紗 新誠會 132/31
村田こはる 成心會 142/35
福井瑠奈 極真岡山 148/38
大野花恋 極真横浜港南台 152/50
前多希空 拳悠会 136/31
田中心翔 拳悠会 136/28
杉本帆名美 千山道場 142/36.5
小島優亜 極真北海道N 141/33
藤野姫安 極真石川 132/31
大髙流歌 極真埼玉草加 135/33
石川夏漣 白蓮会館 140/30
鵜澤帆波 無限勇進会 141/37
中村奏凪 極真拳武會 153/54
垣内蓮 世界全極真 145/39
田川美優 極真横浜港南台 140/43
稲垣そよ 極真三重 136/34
堀本穂稀 心温塾 140/37
上野来実 真結氣 141/32
木村友千華 柔拳 128/22.5

犬飼湧太 極真北海道N 147/35.5
細内大翔 極真浜井派 148/59
本願極真 真闘塾 145/36.5
山中琉生 拳悠会 139/32
二谷悠介 拳悠会 146/41.5
北光希 極真愛媛 150/63
中野結翔 極真愛媛 169/65
羽谷虎哲 白蓮会館 148/48
渡利奏 誠會 142/37
金城壮志 誠會 149/49
柴田大夢 義道会館 149/40
佐藤大樹 桜武会 142/33
前田礼生 葵塾 149/50
辰巳存 聖武会館 160/75
笠井翔愛 川田道場 /45
今西祐久 極真関西 145/50
小柴悠陽 極真関西 141/36
今村潤生 極真関西 147/42
澤田蔵之介 極真関西 150/43
木村英士 極真関西 140/46
藤岡昂志 極真関西 146/40
桐原歩夢 世界闘英館 143/35
都築莉久 世界闘英館 161/64
松本歩大 桜琳塾 151/55
朝生獅勇我 福山道場 153/44
新井煌騎 誠空会 140/35
桜井奏輔 大鹿道場 136/32
今村大楽 極真埼玉草加 138/37
平尾實生 成心會 143/39.8
木村奏翔 武源 142/35
鎌田凌真 眞琉會 141/37
畑日丸 眞琉會 145/37
伊勢快音 優至会 147/51
西村奏羽 正道会館 144.6/41.9
吉嵜幸空 七生会 142/31
斉藤逞 黎明会館 152/45
吹屋直優 川田道場 154.5/61

小学6年生の部男子の部



小森光 新極真会 154/51
本杉一颯 立志会 156/60
大村絆人 極真水口派 147/38
門馬凛志 極真拳武会 143/32.5
吉永琳 侍道志格闘塾 135/28
大野耀立 侍道志格闘塾 140/35
和田凜太郎 極真拳武會 140/37
山本楓太 一拳会 136/30
藤原心太朗 一拳会 155/60
黒川真太朗 極真福井 139/33
各務壮祐 極真浜井派 145/36
伊藤開 真誠塾 145/37
山本貫太 極真坂本派 155/45
浦山竜精 武奨館 154/47.5
高岡真央 極真福井 143/35
濱谷悠玄 極真福井 142/40
伊藤大翔 極真三重 133/32
髙木明萊汰 極真香川 152/59
嶋田海音 極真福井 150/40
和工田凌駕 極真坂本派 140/35
銘苅琉王 白蓮会館 150/37
菊地小次郎 FKC輝心会 151/43
吉村來輝 極真福井 144/35
嶋本結和 極真熊本 141/36.7
青木佑斗 極真福井 152/40
竹内飛虎 極真福井 140/33
村田篤哉 凜水流 158/52
本郷琉生 FKC輝心会 153/47
八里颯真 柔拳 134/30

伊藤心春 極真関西 138.7/29.6
留河椿綺 極真関西 145/36
上脇帆倫 極真関西 139/34
上野凛心 一拳会 155/50
小川颯菜 志成館 150/39.5
酒井穂果 一拳会 148/39.5
永嶋玲愛 圏彗會 149/39
土持羽瑠 真闘塾 145/49
片柳美咲 極真坂本派 157/61
山口未夢 極真北海道N 155/46
竹村凛桜 極真福井 143/37
渡邉莉々華 恵誠会 152/43
堀田優月 世界全極真 143/39
田中七海 白蓮会館 143.5/38.5
加古琴心 極真坂本派 150/43
塩満美嘉 桜琳塾 160/61
堀田みず希 千山道場 148/49
渡邉梨央 拳心会館 146/32
下田まりあ 極真横浜港南台 150/40

小野寺龍亮 水滸會無限塾 157/47
大島照悟 極真関西 158/45.8
伊藤夢佐志 極真関西 144.7/37.7
硲煌琉 極真関西 147/39
中久保壮真 極真関西 169/49.9
古谷貫多 SKC武心館 161/45
佐藤歴音 極真北海道N 145/37
田中慶雅 拳悠会 153/49.5
武藤勘介 無心拳 155/43

中学1年生男子軽量級の部（50kg未満）

小学6年生の部女子の部



平岡悠飛 白蓮会館 152/42.5
児嶋輝尚 真闘塾 142/38
佐藤遼 165/47.5
袴田乙樹 波導館 150/47
三木音潤 至道会館 146/42
玉井祥大郎 昇気館 159/48
末松大 極真浜井派 153/47
森昴琉 圏彗會 147/41
長塚丈 桜琳塾 153/48
徳井隆介 如水会館 152/42
静田漣 一拳会 149/42.2
田中遥貴 極真香川 160/44.5
早川僚祐 大心館 145/41
川人茂樹 魚本流 141/32.8
加藤宥希 祐心会 146/38
加藤彪雅 極真安斎派 153/46
有田空矢 龍士會 150/45
北野陽 格闘塾 153/49.9
畑山慶慈 極真三重 144/36
安樂翔真 真結氣 150/44
高松雀 極真富山 140/32
畑中侑綱 白蓮会館 138/40
中村銀志 極真石川 135/33
飯島佑樹 拳心会館 160/45
香西悟志 白蓮会館 144/42.4
田村凜太朗 男塾 160/49.5
赤津琉斗 世界全極真 150/42
山中一成 極真東京東久留米 148/47
野間一熙 極真東京東久留米 149/40

井上來亜 井上道場 160/50
﨑村亮太 餅田道場 161/64
松本理暉 真盟会館 158/91
堀本祐惺 心温塾 155/52
浜名凌希 極真浜井派 161/75
座喜味良翔 綿引道場 171/53
八木田蒼良 極真北海道N 156.4/50
杉村昂汰 勇健塾 170/64
小林大和 白蓮会館 162/80
永田颯汰 侍道志格闘塾 157.5/56
松原成到 極真香川 160/52
田形仁千嘉 空研塾 158/54
小澤叶夢 極真愛媛 152/50
松川一護 闘心會 161/63
角谷汰一 剛真会 165/73
宮岸鷹輝 聖武会館 158/60
楠山瑛唯 顕正会館 169/64
河﨑海翔 眞琉會 160/55
小関優太 極真静岡伊東 159/66
田中寛人 極真福井 160/68
西村颯希 極真関西 162/53
野村迦月 極真横浜港南台 162/52
松田玲斗 極真関西 180.2/66

鍋田飛鳥 極真関西 147/50
中村美加 極真関西 156/47
小沢未來 極真関西 154/49
富永恭有 極真関西 147/45
星本彩月 誠會 158/49

中学1年生男子重量級の部（50kg以上）

中学1年生女子



青木かえで 極真北海道N 155/48
土橋せら 飛心会 151/39.5
山崎遥菜 優至会 154/54
塩﨑乙葵 白蓮会館 161/64
矢田心夏 勇気会 157/57
森本愛梨 極真横浜港南台 155/56
木下千歌 真闘塾 152/44
杉田真彩 誠真会館 156/44.5
神谷永麗奈 一拳会 146/35.5
加木美咲 極真拳武會 149/37.5
藤原夢月 成心會 142/41
辻󠄀七海 白蓮会館 152/49
畑山奈緒 極真三重 154/42
中杉蓮 福山道場 137/32
濱優花 顕正会館 156/41
舩木苺衣 極真小嶋道場 154.5/41.7
土田萌華 極真石川 154/43
髙橋きら莉 極真香川 160/51.5
森田萌絵 極真埼玉春日部 150.1/58

若林立樹 極真富山 160/45
坂本拓海 白蓮会館 153/40
松井瞭誠 極真愛媛 147/40
田中大智 剛真会 160/48
屋敷翔哉 聖武会館 165/51.5
本山輝人 聖武会館 145/36
大場孔揮 無限勇進会 157/53
若林泰輝 勇誠会 /52
川﨑渓太 極真三重 149/44.5
上野奏貴 真結氣 155/46
積琉生 綿引道場 156/50
中村海斗 小阪会館 156/52
新谷晟都 拳悠会 155/44
仲摩優斗 新誠會 149/42
傍島結人 白蓮会館 167/54.5
茂木琉空斗 練 163/53
田川駿虎 優至会 153/46
上江洲請羽 拳悠会 149/45.8
渡口耀 琉心塾 155/45
松田彪雅 白蓮会館 163/53.5
山本賢太郎 極真関西 165/53
吉田圭吾 極真関西 163/52
栁康介 魚本流 166/53
山本舷太 一拳会 147/33
水本龍人 圏彗會 146/45
大野耀斗 侍道志格闘塾 157/47.3
仲海信 白蓮会館 156/54
西山隆賢 極真香川 155/48.2
藤原拓夢 成心會 157/44
大髙結人 極真埼玉草加 150/38
網野佑斗 極真埼玉草加 157/47
嶋田恒惺 極真福井 158/48
清家莞和 極真関西 142/37

大坂遼空 極真福井 176/68
安川鉄生 極真関西 169/68
小湊琉生 極真誠和會 156.3/58.4
吉留昊琉 極真東京世田谷 169/57
大淵力輝 極真関西 157/63

中学2年生男子軽量級の部（55kg未満）

中学2年生男子重量級の部（55kg以上）



藤岡真叶 極真関西 168/58
米田永羽 白蓮会館 167/56
浅野慶太郎 極真千葉八千代 167/75
山口拳聖 律道会館 172/67
大野優心 桜琳塾 167.5/73
津村勇輝 新極真会 168/63
松本琉壱 空研塾 169/56
鈴木麗空歩 極真静岡伊東 161/70
花香琢磨 極真埼玉草加 169/63.5
真田潤 極真北海道N 170/60
川端波瑠 真闘塾 172/78
大木舞 極真宮崎 169/65
丹羽篤暉 極真富山 177/67
上原銀河 拳勢会 168/84
高橋莉玖 正援塾 165/62
中山拳杜 白蓮会館 168/57
三木翔斗 至道会館 167/71
伊勢天翔 優至会 166/58
鈴木斗大 極真安斎派 175/69
柿本雄亮 拳悠会 168/58
竹並楓 正援塾 165/55

喜多梨湖 極真関西 158/55
戸川夕渚 桜琳塾 166/56.5
赤坂秋奈 優至会 153/46
兒玉美空 暁 152/52
高野風亜 極真香川 152.2/52
立花ひまり 優至会 166/62
木村優香 極真拳武會 163/46
西山ひとみ 宮野道場 159/43.4
中園ひより 拳聖塾 155/48
鈴木夏妃 SKC武心館 160/73
小川こゆき 優至会 157/53
徳永弥々 七生会 163/61
井上幸乃 昇気館 159/49
仁田水咲楽 誠真会館 158/57
松坂汐奈 義道会館 150/53
小川瑞樹 無限勇進会 164/52
濱谷真衣 極真福井 156/54
仁ヶ竹朔 極真富山 158/54
増本愛桜 今西道場 160/57
鳥山歌恋 正援塾 163/55
小川結愛 志成館 157.5/42
伊藤優花 極真北海道N 152/46
柳原杏胡 極真福井 158/51
嶋本優那 極真熊本 157/41
鵜沢向日葵 無限勇進会 153/

森川颯世 誠空会 156/47
藤江礼 烈士會 161/54
小笠原駿 極真森道場 170/54
大島一輝 伸武館 157/43.5
遠藤大羅 極真浜井派 156/52
松下武蔵 極真横浜港南台 170/55
村上斗輝 金森道場 172/54
野中晴斗 極真北海道N 161/48
尾上仁勇 極真香川 157/54.9
池野空翔 極真関西 175/54.9
任田倖介 極真三重 160/47

中学3年生男子重量級の部（55kg未満）

中学2年生女子



中杉伯 福山道場 162/52.5
横田拳信 闘心會 161/54
加藤令桜 森道場 161/49
藤原司 井上道場 162/53
野村春斗 極真福井 165/52
村川覇久 極真埼玉草加 160/52
石川來輝 龍士會 155/42
小泉天空 極真千葉八千代 158/43
佐久間大翔 極真埼玉草加 165/53
垣田悠利 斯誠塾 157/48

久保田陸翔 世界全極真 179/84
山本大治朗 仁友会 170/78
松岡奏 志琉会 168/59
青木颯太 極真北海道N 171/65
濱野惺琉 極真北海道N 162/62
木田彪吾 光武会館 166/66
鍋田康平 極真関西 160/88
池山京太郎 昇気館 173/
原田将栄 極真関西 180/90
中嶋洸太 極真三重 173/75.5
小山響起 極真香川 166.5/57.5
大村宙夢 拳悠会 164/64
佐藤響真 優至会 163/72
松本彬夢 真盟会館 168/91
髙橋惺哉 慧昇會 168/64
清水龍一 極真北海道N 172/74

片岡愛華 極真関西 162/
真田美桜 極真浜井派 163/51
髙橋和莉 極真香川 165/56.5
山内倭桜 白蓮会館 164/55
甲斐きらり 正道会館 151/46
森田向日葵 葵塾 158/51
丸山瑞希 拳聖塾 168/66
安達星奈 無心拳 158/65
静田凛 一拳会 160.2/52.5
瀧樹杏 空研塾 155/54
平手心麗 大心館 141/37.5
北彩花 極真愛媛 155/62
松下凜香 格闘塾 156/50
耒島彩幸 慧昇會 151/48
赤星日彩 真誠塾 161/56
中野朋恵 桜琳塾 152/51
伊藤あん 真誠塾 168/59

藤本凌河 極真関西 167/52.5
織田清陽 極真関西 164/57
吉田準 極真関西 163/50
西村琉希 極真関西 162/57
高見晴琉 至道会館 170.6/58
横山達也 眞琉會 163/58
本郷海琉 FKC輝心会 165/56
佐々木唯智 FKC輝心会 167/56
武田光生 至道会館 168/55
西岡哲汰 至道会館 166/56
野嶋琉生 新誠會 161/59
髙田龍聖 世界闘英館 163/58
尾関晶 拳悠会 156.5/55

中学3年生男子重量級の部（55kg以上）

中学3年生女子

高校1年生男子軽量級の部（60kg未満）



紅谷凱 極真拳武會 167/59.9
徳井隆太 如水会館 164/53

塚川隼斗 極真誠和會 169/67
暁洸斗 成心會 167/62
島田登矢 顕正会館 179/81
本願聖仁 真闘塾 165/68
坂田大空 眞琉會 173/77
金岡陽大 淑徳巣鴨 174/68
赤澤優芽 白蓮会館 163/63
溝上竜也 極真関西 165.5/71.5
平松友飛 極真関西 171/62
前井優太 極真関西 166/73

三宅風将 極真関西 173/59.9
江川幸聡 力愛会 166/57
平井楓也 西田道場 166/63
中村練 極真坂本派 170/64
井手尾悠真 烈士會 165/59
安齊俊人 武奨館 165/54
松井弥陸 極真愛媛 168/60
山岡莉久 如水会館 166/62
丹羽夕暉 極真富山 175/62
前田翔太 極真福井 164.5/61
上野空大 真結氣 177/62
佐藤来音 極真北海道N 165/54
下間英史 極真北海道N 169/64
米澤秀梧 正道会館 169/63
髪林秀悟 極真北海道N 177.4/63.2
葛谷海人 竹畑道場 170/63
松田賢篤 優至会 165/64.5
木村遼大 極真拳武會 173/62
小泉上空 極真千葉八千代 163/62.5
吉永昴 侍道志格闘塾 155/52

大橋一葉 仁聖会 183/87
小寺啓 餅田道場 172/88
松前歩武 極真関西 168/82
横山慶人 闘心會 180/77
佐々木啓太 極真横浜港南台 170/85
澁川暖人 極真横浜港南台 175/68
松下来夢 格闘塾 170/95
八木康平 世界全極真 168/72
名手真之介 拳心会館 178/84
髙梨啓介 極真山形 172/68
高野陽 極真香川 174/72
今村大和 極真埼玉草加 178/71
金森悠成 金森道場 177/68
古吉湧人 極真北海道N 167/71
宇戸田國光 正道会館 165/72
星本一輝 誠會 170/82

竹井萌 極真宮崎 150/46.5
前多沙耶 拳悠会 151/48
前山凜花 西田道場 150/50
菊川真莉紗 極真愛媛 154/52
嶋本美優 極真熊本 162/49.5
塩田美梨 極真埼玉草加 157/50
武田歩美 極真埼玉春日部 147/48

高校生女子軽量級の部（53kg未満）

高校1年生男子重量級の部（60kg以上）

高校2・3年生男子軽量級の部（65kg未満）

高校2・3年生男子重量級の部（65kg以上）



渡部はるあ 悠心道場 148/52.5
太田野々花 武仁拳 158/52.8
小笠原ゆい 聖心會 160/52.9
小寺もとこ 餅田道場 163/52
葛西詩奈 拳心会館 157/46

山口舞 空研塾 158/59
新谷彩心 拳悠会 160/54
川村咲笑 極真横浜港南台 148/60
近藤さやの 極真愛媛 157/61
森田茉梨 極真埼玉春日部 161.3/73.2
小山晴渚 極真香川 165/56
秋由皐杜 極真青森 159/61
前田光姫 極真長谷場派 160/65
仁ヶ竹蓮 極真富山 163/58

高校生女子軽量級の部（53kg以上）


