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種別 型出場クラス 順位 名前 所属道場

優勝 大木　琴美 極真千葉五常中川

準優勝 佐藤　秋哉 極真下町金町

優勝 和工田　笑莉 極真下町金町

準優勝 小嶋　康太 極真城東新小岩

優勝 前田　湊和 極真神奈川港北

準優勝 石井　瑛人 極真城南田町

3位 菊池　杏弥 極真神奈川港北

優勝 松本　成己 極真下町金町

準優勝 梶原　裕太 極真東京川端

3位 宮下　恵佑 極真神奈川港北

優勝 唐戸　秀光 極真神奈川港北

準優勝 髙橋　万凜 極真安齋東京

3位 胡桃澤　花音 極真下町金町

優勝 吉田　健人 極真東京佐藤

準優勝 田中　佑 極真城南田町

優勝 森田　琥希 極真城東新小岩

準優勝 大塚　タシャ 極真安齋東京

小6-中2初級 優勝 菊池　咲弥 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4名）

年長上級 奨励賞 中川　翔稀 極真下町金町 〇

小1上級 優勝 佐藤　海璃 極真下町金町 〇

優勝 山本　貫太(済） 極真下町金町 獲得済

準優勝 中川　琴心 極真下町金町 〇

3位 藤本　按莉 極真下町金町 〇

優勝 前田　和朝 極真神奈川港北 〇

準優勝 三ヶ島　小夏 礼心会 〇

3位 渡邊　敬介 極真下町金町 〇

優勝 若林　結 礼心会 〇

準優勝 篠原　琉斗 極真神奈川港北 〇

3位 本多　倭己 極真神奈川座間 〇

4位 望月　直 極真神奈川港北 〇

優勝 矢口　青空 極真下町金町 〇

準優勝 新井　悠月 極真埼玉木村 〇

3位 清水　皓大 極真東京佐藤 〇

優勝 小島　三汰 極真下町金町 〇

準優勝 池田　隆将 極真神奈川座間 〇

3位 長嶋　琉之介 極真千葉五常中川 〇

4位 若林　真 礼心会 〇

5位 中川　眞仁 極真下町金町 ×

マスター女子 優勝 岡　悦美 極真浜井神奈川 〇

一般女子 奨励賞 上村　佳寿美 極真浜井神奈川 〇

シニア男子 優勝 小林　将基 極真浜井神奈川 〇

マスター男子 優勝 荒　淳平 極真浜井神奈川 〇

一般男子 優勝 渡邉　諒 極真神奈川港北 〇

優勝 無限∞ 極真下町金町 〇

準優勝 JAT 極真下町金町 〇

3位 優龍慶 極真東京佐藤 〇

4位 ちびーズ 極真神奈川港北 〇

中学生 優勝 礼心会ボーイズ 礼心会 〇

選抜 花田　清仁 極真千葉五常中川 〇

選抜 田中　隼人 極真下町金町 〇

選抜 小山　莉桜 極真浜井神奈川 〇

選抜 中川　真治 極真下町金町 〇

選抜 和工田　凌駕 極真下町金町 〇

小3上級 選抜 佐藤　慶心 極真東京佐藤 〇

小5上級 選抜 鷹野　斗施 極真千葉五常中川 〇

選抜 前田　ののか 極真神奈川港北 〇

選抜 清水　銘子 極真東京佐藤 〇

選抜 脇田　莉湖 礼心会 〇

選抜 仲栄真　良子 極真浜井神奈川 〇

選抜 小野　美紀 礼心会 〇

選抜 若林　恵子 礼心会 〇

選抜 黒澤　光一 極真東京川端 〇

選抜 齋藤　英明 極真千葉五常中川 〇

選抜 小川　英樹 極真安齋東京 〇

選抜 鈴木　崇史 礼心会 〇

選抜 福西　俊博 極真浜井神奈川 〇

一般男子 選抜 花田　武志 極真千葉五常中川 〇

選抜 チーム礼心会 礼心会 〇

選抜 シードラゴン 極真千葉五常中川 〇

選抜 港北チビッコモンキーズ 極真神奈川港北 〇
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