
IBKO第12回全日本選抜in東京　ビギナーズチャレンジ南関東交流戦

【初中級の部】結果
階級

年中 齋藤　絵奈 極真拳武會蒲田

年長初中級 福島　凱人 極真城南武蔵小山 田中　平助 極真城南武蔵小山

小1女子初中級 鈴木　そよ 桜琳塾

小1男子初中級 君塚　翔太 極真東京足立選手會 岡崎　奈治 極真埼玉木村

小2女子初中級 熊谷　美莉愛 極真東京佐藤

小2男子初級 中川　蒼真 MAC本部 高橋　雷 極真拳武會城南世田谷

小2男子中級 白井　彪萬 極真横浜田中 児山　龍冴 極真城南旗の台

小3女子初中級 亀山　紗那 極真栃木足利

小3男子中級 上村　弘徽 正伝流中村道場 珍田　亮仁 武心塾カラテ茅ヶ崎

小4女子初中級 森本　陽菜 MAC湘南

小4男子初級 門馬　善 極真拳武會さいたま浦和 石原　然 極真神奈川港北

小4男子中級 奈良　蒼仁 光誠会 山中　太陽 拳蹴武会中島

小5女子初中級 吉留　璃海 極真東京川端

小5男子初中級
38未満 齊藤　晴 拳蹴武会中島 片原　拓音 桜琳塾

小5男子初中級
38以上 宇佐美　怜生 極真神奈川秦野

小6男子初中級
43未満 糸田　嵐 極真東京足立選手會

小6男子初中級
43以上 山本　悠太 極真ベトナム

中1男子初中級50未
満 鈴木　大地 SKC武心館

中1男子初中級50以
上 吉留　昊琉 極真東京川端

中2男子初中級53以
上 市川　竜弥 SKC武心館
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IBKO第12回全日本選抜in東京　ビギナーズチャレンジ南関東交流戦

【選抜の部】結果及び代表権獲得者
階級

年長選抜 中澤　倫子（既得） 極真栃木真岡 和工田　樹希 極真下町金町 角田　ひより 飛馬道場 杉野　史織（既得） 桜琳塾

年長選抜（繰上） 佐藤　流海 極真東京足立選手會 荒川　美都 極真埼玉今井
小1女子選抜（不成
立） 森　由里愛 極真拳武會平和島

小1男子選抜 中村　琉惺（既得） 極真拳武會さいたま浦和 泉　心 白蓮湘南鎌倉 佐藤　絆太 白蓮湘南鎌倉 渋谷　維吹 勇進会

小1男子選抜（繰上） 笹井　啓太 極真横浜田中

小2女子選抜 熊谷　凜 光誠会 伊藤　千愛 誠真会館秋津 伊藤　凜 義和流拳法 金子　茉莉香（既得） MAC本部

小2女子選抜（繰上） 竹下　香帆 MAC本部

小2男子選抜 田中　一誠（既得） 光誠会 梶　武蔵 飛馬道場 綾部　勇成 正伝流中村道場 井出　優輝 極真神奈川座間

小2男子選抜（繰上） 佐々木　湊 極真埼玉木村

小3女子選抜30未満 古林　華 MAC本部 青木　優空（既得） 桜琳塾

小3男子選抜30未満 角　颯人 遂心塾 髙橋　聖 極真拳武會城南品川 大池　虎 極真東京佐藤 渋谷　優河 勇進会

小3男子選抜30以上 小関　優心（既得） 極真下町金町 齋藤　志貴 極真拳武會蒲田 工藤　颯太 極真神奈川秦野 井出　愛輝 極真神奈川座間
小3男子選抜30以上
（繰上） 武田　宙繁 坂井道場

小4女子選抜34未満 尾場　心彩 MAC本部 大髙　流歌（既得） 極真埼玉木村 矢作　雅妃 極真館埼玉西 内田　花憐 光誠会
小4女子選抜34未満
（繰上） 湯澤　来望 極真東京足立選手會

小4女子選抜34以上 長塚　唯（既得） 桜琳塾 中村　奏凪 極真拳武會平和島 小川　晃穂 極真東京川端

小4男子選抜34未満 小泉　そら 飛馬道場 大木　昊 極真栃木足利 小岩井　咲空（既得） 桜琳塾 熊谷　莉希 極真東京佐藤
小4男子選抜34未満
（繰上） 佐久間　陸翔 極真埼玉木村

小4男子選抜34以上 山口　瑠葦（既得） 極真埼玉木村 山口　斗央磨 拳蹴武会中島 山崎　慈明 極真礼心会 平礒　煌士 白蓮湘南鎌倉
小4男子選抜34以上
（繰上） 根本　大輝 極真神奈川港北

小5女子選抜38未満 小松　佳苗 遂心塾 古林　沙羅（既得） MAC本部 平山　晴菜 極真拳武會菅野 河村　亜希 極真神奈川野庭

小5女子選抜38以上 片栁　美咲（既得） 極真栃木大平 加古　琴心（既得） 極真下町金町 森　愛理紗 極真拳武會平和島 松原　瑠香（既得） 拳蹴武会中島

小5男子選抜38未満 桜井　奏輔（既得） 大鹿道場 和工田　凌駕 極真下町金町 津嘉山　寛斗 正伝流中村道場 大野　蒼空 桜琳塾
小5男子選抜38未満
（繰上） 八木　遼太郎 MAC本部

小5男子選抜38以上 山本　貫太 極真下町金町 細内　大翔（既得） 極真栃木大平 藤原　蒼 極真埼玉木村 丹山　映汰 極真拳武會菅野
小5男子選抜38以上
（繰上） 大下　竹蔵 桜琳塾

小6女子選抜43未満 岩崎　純菜（既得） 極真栃木大平 大池　暖 極真東京佐藤

小6女子選抜43以上 三ヶ島　小夏 極真礼心会 齋藤　耀歩 飛馬道場 中村　陽葵 義和流拳法

小6男子選抜43未満 小金澤　亮馬（既得） 極真拳武會さいたま浦和 武島　哲平（既得） 極真下町金町 山中　一成（既得） 極真東京佐藤 青木　翔空 桜琳塾
小6男子選抜43未満
（繰上） 伊藤　純太 義和流拳法 鈴木　豪人 MAC西袋 福嶋　操堅 極真埼玉木村

小6男子選抜43以上 古谷　貫多 SKC武心館 加藤　彪雅 極真宮城北杜塾 長塚　丈 桜琳塾 梅ヶ谷　颯太 極真神奈川港北

中1女子選抜47未満 若林　結 極真礼心会 湯澤　希心 極真東京足立選手會 金石　咲姫 極真東京川端

中1女子選抜47以上 仁田水　咲楽（既得） 誠真会館秋津 鈴木　夏妃（既得） SKC武心館 脇田　海音 極真礼心会 戸川　夕渚（既得） 桜琳塾
中1女子選抜47以上
（繰上） 佐藤　海憂 極真東京足立選手會

中1男子選抜50未満 山川　慧大 真誠塾 木田　大輔 SKC武心館 長井　琥冴 誠真会館秋津 山﨑　武蔵 極真拳武會菅野

中1男子選抜50以上 平野　拳心 極真拳武會城南世田谷 澤井　駿介 光誠会

中2男子選抜53未満 山下　夏海 白蓮湘南鎌倉 矢作　翼 極真館埼玉西 細矢　涼太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 戸田　龍将 光誠会

高1男子選抜60未満 皆本　丈（既得） 西湘大井ジム 中田　和志 極真拳武會目黒江東 原　駿 MAC西袋

高1男子選抜60以上 星野　力也 土方道場 山口　祐摩 拳蹴武会中島 細矢　秀太（既得） ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 渡邉　廣 拳友会中山
高2男子選抜63未満
（不成立） 横山　太一朗 極真東京鈴木

＊黄色枠は、表彰されていないが代表権獲得した選手です
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