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種別 型出場クラス 順位 名前 所属道場

年中 優勝 野村　満天 極真城南田町

優勝 荒木　心美 極真神奈川港北

準優勝 任晟　瑄 極真千葉五常中川

優勝 根本　大輝 極真神奈川港北

準優勝 卜部　瑛介 極真城南田町
優勝 小川　蓮 極真下町金町

準優勝 与那嶺　太翔 極真神奈川座間

3位 丸山　唯菜 極真埼玉今井

優勝 茂櫛　明 極真栃木

準優勝 平田　慧介 極真東京佐藤

3位 髙橋　万凜 極真安齋東京

優勝 本藤　一騎 極真神奈川港北

準優勝 田中　史哉 極真下町金町

優勝 大塚　タシャ 極真安齋東京

準優勝 秋山　将汰 極真神奈川秦野

小6-中2初級 優勝 酒井　優斗 極真神奈川港北

種別 型出場クラス 順位 名前 所属道場
全日本選抜獲得者

（上位3名）

年長上級 奨励賞 和工田　笑莉 極真下町金町 〇

優勝 花田　清仁（済） 極真千葉五常中川 獲得済

準優勝 田中　隼人（済） 極真下町金町 獲得済

優勝 加茂　尚政（済） 極真栃木大田原 獲得済

準優勝 海老沼　宗一郎（済） 極真栃木大平 獲得済

3位 鈴木　翔馬 礼心会 〇

優勝 唐戸　秀光 極真神奈川港北 〇

準優勝 佐藤　慶心（済） 極真東京佐藤 獲得済

3位 池田　淳将 極真神奈川座間 〇

優勝 若林　結（済） 礼心会 獲得済

準優勝 田中　亜子（済） 極真栃木大田原 獲得済

3位 横山　白（済） 極真下町金町 獲得済

4位 篠原　琉斗（済） 極真神奈川港北 獲得済

優勝 栃木　奏煌（済） 極真栃木 獲得済

準優勝 黒須　大智（済） 極真栃木 獲得済

優勝 若林　真（済） 礼心会 獲得済

準優勝 池田　隆将（済） 極真神奈川座間 獲得済

3位 小島　三汰（済） 極真下町金町 獲得済

4位 一杉　雄翔（済） 極真神奈川座間 獲得済

5位 河野　優冶 極真神奈川座間 〇

マスター女子 優勝 山本　絹恵 極真城西方南 〇

一般女子 奨励賞 中村　彩美 極真城南田町 〇

シニア男子 優勝 齋藤　英明（済） 極真千葉五常中川 獲得済

マスター男子 奨励賞 鈴木　崇史（済） 礼心会 獲得済

一般男子 優勝 宇津木　耀祐 極真東京佐藤 〇

優勝 となりのヒーローズ 極真千葉五常中川 〇

準優勝 ちびーズ（済） 極真神奈川港北 獲得済

3位 新はにわ丸 極真下町金町 〇

中学生 奨励賞 極真坂本港北 極真神奈川港北 〇

選抜 上村　美波 極真埼玉今井 〇

選抜 三輪　秋翔 極真埼玉今井 〇

選抜 本谷　澪百菜 和塾 〇

選抜 前田　湊和 極真神奈川港北 〇

選抜 石橋　悠叶 極真埼玉今井 〇

選抜 前田　健太郎 極真神奈川港北 〇

選抜 大山　瑛太 極真城南武蔵小山 〇

小3上級 選抜 河野　壮冶 極真神奈川座間 〇

選抜 河原　琉生 極真神奈川座間 〇

選抜 綱川　仁之助 極真千葉五常中川 〇

選抜 廣住　龍神 極真東京佐藤 〇

選抜 目崎　ひぐる 極真神奈川港北 〇

選抜 本谷　颯也斗 和塾 〇

選抜 勅使河原　倖汰 極真神奈川港北 〇

選抜 脇田　優泉 礼心会 〇

選抜 武島　陽菜 極真下町金町 〇

選抜 伊藤　優花 極真千葉五常中川 〇

選抜 岩元　虎太郎 極真神奈川港北 〇

選抜 梅澤　和暉 和塾 〇

選抜 前田　明子 礼心会 〇

選抜 山本　亜由美 極真浜井神奈川 〇

シニア男子 選抜 浅賀　誠一 極真城南武蔵小山 〇

団体戦 小学生 選抜 礼心会ディズニー 礼心会 〇
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