
第8回全日本大会型部門（団体戦）　出場権獲得チーム

チーム名 名前 所属 型代表権獲得大会名 大会日 団体出場階級

安斎雷神 関口　瑠輝弥 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 小学生

安斎雷神 渡辺　大和 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 小学生

安斎雷神 岡部　円花 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 小学生

安斎青龍 田中　愛美 極真安斎 16栃木準優勝 2016/3/6 小学生

安斎青龍 青戸　涼 極真安斎 16栃木準優勝 2016/3/6 小学生

安斎青龍 山本　陸斗 極真安斎 16栃木準優勝 2016/3/6 小学生

AYK 前田　明日香 礼心会 16栃木3位 2016/3/6 小学生

AYK 若林　結 礼心会 16栃木3位 2016/3/6 小学生

AYK 三ヶ島　小夏 礼心会 16栃木3位 2016/3/6 小学生

タイガー 酒井　春人 極真安斎 16栃木4位 2016/3/6 小学生

タイガー 吉田　晄大 極真安斎 16栃木4位 2016/3/6 小学生

タイガー 高野　航輝 極真安斎 16栃木4位 2016/3/6 小学生

YD金町 横山　白 極真金町 16春季南関東優勝 2016/3/13 小学生

YD金町 矢口　青空 極真金町 16春季南関東優勝 2016/3/13 小学生

YD金町 小島　三汰 極真金町 16春季南関東優勝 2016/3/13 小学生

となりのヒーローズ 鷹野　斗施 極真会館五常の会 16春季南関東準優勝 2016/3/13 小学生

となりのヒーローズ 小倉　翔 極真会館五常の会 16春季南関東準優勝 2016/3/13 小学生

となりのヒーローズ 池田　咲樹 極真会館五常の会 16春季南関東準優勝 2016/3/13 小学生

安斎朱雀 齊藤　陽向 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 小学生

安斎朱雀 桑原　悠成 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 小学生

安斎朱雀 安斎　優翔 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 小学生

あきた小町 信太　雪花 極真手塚秋田 16福島3位 2016/5/29 小学生

あきた小町 佐藤　雪花 極真手塚秋田 16福島3位 2016/5/29 小学生

あきた小町 鎌田　阿希 極真手塚秋田 16福島3位 2016/5/29 小学生

コシヒカリ 木村　彩乃 士衛塾 16福島4位 2016/5/29 小学生

コシヒカリ タッシュマイケル城 士衛塾 16福島4位 2016/5/29 小学生

コシヒカリ 中村　釉捺 士衛塾 16福島4位 2016/5/29 小学生

安斎喜多方A 今西　亮太 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 小学生

安斎喜多方A 猪俣　惇史 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 小学生

安斎喜多方A 岩井　呼春 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チーム風神 情野　勇希 神武館 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チーム風神 石原　倫弥 神武館 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チーム風神 永井　樹 神武館 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チームどんぐり 佐藤　千裕 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チームどんぐり 巻淵　元希 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 小学生

チームどんぐり 高橋　来己 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 小学生

金町トリオ 武島　哲平 極真下町金町 16夏季南関東優勝 2016/6/5 小学生

金町トリオ 藤本　寿大弥 極真下町金町 16夏季南関東優勝 2016/6/5 小学生

金町トリオ 中川　眞仁 極真下町金町 16夏季南関東優勝 2016/6/5 小学生

チーム戸塚 齊藤　光哉 和塾 16夏季南関東準優勝 2016/6/5 小学生

チーム戸塚 梅澤　尚暉 和塾 16夏季南関東準優勝 2016/6/5 小学生

チーム戸塚 本谷　颯也斗 和塾 16夏季南関東準優勝 2016/6/5 小学生

2016/6/29　現在
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ユ－リュ－ケ－ 佐藤　慶心 極真東京佐藤 16夏季南関東4位 2016/6/5 小学生

ユ－リュ－ケ－ 廣住　龍神 極真東京佐藤 16夏季南関東4位 2016/6/5 小学生

ユ－リュ－ケ－ 山村　優奈 極真東京佐藤 16夏季南関東4位 2016/6/5 小学生

礼心会YKY 若林　結 礼心会 16夏季南関東選抜 2016/6/5 小学生

礼心会YKY 三ヶ島　小夏 礼心会 16夏季南関東選抜 2016/6/5 小学生

礼心会YKY 小野　陽之介 礼心会 16夏季南関東選抜 2016/6/5 小学生

勇気会小学生Bチーム 福田　颯斗 勇気会 16広島優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Bチーム 國本　智哉 勇気会 16広島優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Bチーム 梶山　進一朗 勇気会 16広島優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Aチーム 岡　ななみ 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Aチーム 山本　羚真 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Aチーム 湯桶　勇成 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Dチーム 中村　星穏 勇気会 16広島3位 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Dチーム 藤田　大地 勇気会 16広島3位 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Dチーム 黒田　美悠 勇気会 16広島3位 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Cチーム 矢田　心夏 勇気会 16広島4位 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Cチーム 岡　あすか 勇気会 16広島4位 2016/6/19 小学生

勇気会小学生Cチーム 黒田　佑成 勇気会 16広島4位 2016/6/19 小学生

安斎白虎 安部　湧大 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 中学生

安斎白虎 齋藤　佑成 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 中学生

安斎白虎 中澤　心斗 極真安斎 16栃木優勝 2016/3/6 中学生

大田原牛 峯岸　友希 極真栃木北 16栃木準優勝 2016/3/6 中学生

大田原牛 峯岸　誠人 極真栃木北 16栃木準優勝 2016/3/6 中学生

大田原牛 鈴木　雄山 極真栃木北 16栃木準優勝 2016/3/6 中学生

やわらぎ 梅澤　和暉 和塾 16栃木3位 2016/3/6 中学生

やわらぎ 大田原　寧々 和塾 16栃木3位 2016/3/6 中学生

やわらぎ 齊藤　百花 和塾 16栃木3位 2016/3/6 中学生

礼心会フェニックス 若林　真 礼心会 16栃木4位 2016/3/6 中学生

礼心会フェニックス 川島　丈弥 礼心会 16栃木4位 2016/3/6 中学生

礼心会フェニックス 脇田　優泉 礼心会 16栃木4位 2016/3/6 中学生

坂本ファイターズ 岩元　虎太郎 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

坂本ファイターズ 林田　翔太 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

坂本ファイターズ 髙橋　涼 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

坂本３人娘 酒井　彩佑香 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

坂本３人娘 落合　柚月 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

坂本３人娘 前田　ののか 極真神奈川港北 16春季南関東選抜 2016/3/13 中学生

いちご大福 渡辺　実咲 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 中学生

いちご大福 浅見　好 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 中学生

いちご大福 横山　凜奈 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 中学生

安齋風神 小山田　継斗 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 中学生

安齋風神 伊藤　大翔 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 中学生

安齋風神 蒲田　悠斗 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 中学生

マロンK2Y 栗林　広太 士衛塾 16福島3位 2016/5/29 中学生

マロンK2Y 宮下　翔 士衛塾 16福島3位 2016/5/29 中学生
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マロンK2Y 巻淵　友希 士衛塾 16福島3位 2016/5/29 中学生

チーム龍神 紺野　北斗 神武館 16福島選抜 2016/5/29 中学生

チーム龍神 永井　創 神武館 16福島選抜 2016/5/29 中学生

チーム龍神 玉虫　凜 神武館 16福島選抜 2016/5/29 中学生

安齋白虎 髙橋　智耶 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 中学生

安齋白虎 渡辺　裕大 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 中学生

安齋白虎 佐野　太河 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 中学生

made in 志誠館 脇本　公誠 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 中学生

made in 志誠館 河村　健介 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 中学生

made in 志誠館 藤谷　藍那 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 中学生

チームアックス 浜尾　友都 極真会館五常の会 16春季南関東優勝 2016/3/13 一般

チームアックス 伊藤　勇人 極真会館五常の会 16春季南関東優勝 2016/3/13 一般

チームアックス 坂田　智紀 極真会館五常の会 16春季南関東優勝 2016/3/13 一般

クール　ティーンエイジャー 椿　力哉 極真坂本 16春季南関東選抜 2016/3/13 一般

クール　ティーンエイジャー 三田　翼 極真坂本 16春季南関東選抜 2016/3/13 一般

クール　ティーンエイジャー 中村　彩美 極真坂本 16春季南関東選抜 2016/3/13 一般

中央ブラザーズ 森永　貴藤 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 一般

中央ブラザーズ 鷲本　康樹 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 一般

中央ブラザーズ 柳　武志 士衛塾 16福島優勝 2016/5/29 一般

ユニコーン 久野　未希 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 一般

ユニコーン 髙橋　玲奈 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 一般

ユニコーン 齋藤　佑成 極真安斎 16福島準優勝 2016/5/29 一般

杜の都 津守　大智 北杜塾 16福島3位 2016/5/29 一般

杜の都 柴田　萌 北杜塾 16福島3位 2016/5/29 一般

杜の都 新田　拓翔 北杜塾 16福島3位 2016/5/29 一般

安斎玄武 五十嵐　樹 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 一般

安斎玄武 渡辺　翔 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 一般

安斎玄武 佐藤　浩司 極真安斎 16福島選抜 2016/5/29 一般

チーム暁 五十嵐　駆 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 一般

チーム暁 羽賀　拓海 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 一般

チーム暁 入澤　秀成 士衛塾 16福島選抜 2016/5/29 一般

志誠館そこそこやるよ 冨山　莉奈 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 一般

志誠館そこそこやるよ 藤谷　優那 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 一般

志誠館そこそこやるよ 河村　真代 志誠館 16広島優勝 2016/6/19 一般

勇気会　一般Aﾁｰﾑ 上川　義光 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 一般

勇気会　一般Aﾁｰﾑ 黒田　秋恵 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 一般

勇気会　一般Aﾁｰﾑ 岡　ちひろ 勇気会 16広島準優勝 2016/6/19 一般

勇気会　一般Bﾁｰﾑ 中野　晴陽 勇気会 16広島3位 2016/6/19 一般

勇気会　一般Bﾁｰﾑ 矢田　朋子 勇気会 16広島3位 2016/6/19 一般

勇気会　一般Bﾁｰﾑ 國本　愛祐美 勇気会 16広島3位 2016/6/19 一般


