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イエロープショー 加藤　かれん 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生低

イエロープショー 泉　宗汰 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生低

イエロープショー 中林　悠之助 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生低

快盗戦隊ﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰ 山野　世救人 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生低

快盗戦隊ﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰ 野﨑　優那 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生低

快盗戦隊ﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰ 田辺　一颯 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生低

1位とるぞ！金町道場 加古　翔稀 極真下町金町 19型演武1位 2019/1/27 小学生低

1位とるぞ！金町道場 佐藤　秋哉 極真下町金町 19型演武1位 2019/1/27 小学生低

1位とるぞ！金町道場 和工田　笑莉 極真下町金町 19型演武1位 2019/1/27 小学生低

笑顔で一番武蔵小山 伊藤　一青 極真城南武蔵小山 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

笑顔で一番武蔵小山 松原　悠粋 極真城南武蔵小山 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

笑顔で一番武蔵小山 福島　郁人 極真城南武蔵小山 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

威風堂々港北 西岡　翼 極真神奈川港北 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

威風堂々港北 牧添　隼 極真神奈川港北 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

威風堂々港北 荒木　心美 極真神奈川港北 19型演武選抜 2019/1/27 小学生低

ちびっこポンコツ710 穴井　綜一 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生低

ちびっこポンコツ710 高橋　優円 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生低

ちびっこポンコツ710 三ヶ島　なな 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生低

千山万岳 堀田　尚聖 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生低

千山万岳 澤谷　心和 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生低

千山万岳 竹口　寛人 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生低

チーム志賀 山崎　葵 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生高

チーム志賀 喜佐　映斗 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生高

チーム志賀 飲　理咲子 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 小学生高

Romance Triangle・season2 野﨑　彩那 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生高

Romance Triangle・season2 嶋﨑　瑛亮 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生高

Romance Triangle・season2 明城　結朱 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 小学生高

港北・愛と誠 前田　和朝 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 小学生高

港北・愛と誠 前田　湊和 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 小学生高

港北・愛と誠 唐戸　秀光 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 小学生高

礼心会MMY 山崎　慈明 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 小学生高

礼心会MMY 岩切　実隆 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 小学生高

礼心会MMY 岩切　真輝 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 小学生高

勝利を目指せ！KTK 山本　貫太 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

勝利を目指せ！KTK 佐藤　海璃 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

勝利を目指せ！KTK 武島　哲平 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

金町TTK 只野　虎太郎 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

金町TTK 多良間　信公 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

金町TTK 加古　琴心 極真下町金町 19型演武選抜 2019/1/27 小学生高

新風足利 前野　叶翔 極真栃木足利 19北関東1位 2019/3/10 小学生高

新風足利 岩上　芽瑠 極真栃木足利 19北関東1位 2019/3/10 小学生高

新風足利 小野田　叡仁 極真栃木足利 19北関東1位 2019/3/10 小学生高

真岡Ａ 吉田　大我 極真栃木真岡 19北関東2位 2019/3/10 小学生高
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真岡Ａ 古橋　周也 極真栃木真岡 19北関東2位 2019/3/10 小学生高

真岡Ａ 渡邊　暖己 極真栃木真岡 19北関東2位 2019/3/10 小学生高

IRI 田宮　いこい 神武館 19福島1位 2019/3/24 小学生高

IRI 髙橋　琉玖斗 神武館 19福島1位 2019/3/24 小学生高

IRI 永井　樹 神武館 19福島1位 2019/3/24 小学生高

SKY 和田　流星心 神武館 19福島2位 2019/3/24 小学生高

SKY 戸屋　絆 神武館 19福島2位 2019/3/24 小学生高

SKY 遠藤　優衣 神武館 19福島2位 2019/3/24 小学生高

安斎雷神 佐藤　光一 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 小学生高

安斎雷神 桑原　希乃羽 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 小学生高

安斎雷神 須藤　友汰 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 小学生高

ミルキークィーン 大澤　海聖 士衛塾 19福島4位 2019/3/24 小学生高

ミルキークィーン 高橋　來己 士衛塾 19福島4位 2019/3/24 小学生高

ミルキークィーン 中村　聖絆 士衛塾 19福島4位 2019/3/24 小学生高

SHA 樋口　青那 神武館 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

SHA 荒木　悠那 神武館 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

SHA 田宮　明 神武館 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

安斎ドラゴン 折笠　友哉 極真安斎 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

安斎ドラゴン 古川　陽弥 極真安斎 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

安斎ドラゴン 畑中　佑月 極真安斎 19東北推薦 2019/3/24 小学生高

KYR 胡桃澤　花音 極真下町金町 19南関東2位 2019/3/31 小学生高

KYR 萩野　莉奈 極真下町金町 19南関東2位 2019/3/31 小学生高

KYR 篠原　由奈 極真下町金町 19南関東2位 2019/3/31 小学生高

卍バナナ 河端　禮龍 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

卍バナナ 永島　彩音 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

卍バナナ 三ヶ島　小夏 礼心会 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

RAY 鬮目　佑真 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

RAY 澤田　莉奈 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

RAY 中平　葵 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

Greens 梶原　裕太 極真東京川端 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

Greens 斎藤　ななみ 極真東京川端 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

Greens 下間　冬也 極真東京川端 19南関東選抜 2019/3/31 小学生高

麒麟山 市川　恵大 士衛塾 19越山杯4位 2019/4/6 小学生高

麒麟山 小西　智貴 士衛塾 19越山杯4位 2019/4/6 小学生高

麒麟山 吉尾　晃大 士衛塾 19越山杯4位 2019/4/6 小学生高

千山万水 十二　琉生 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

千山万水 塚本　弥鼓 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

千山万水 高木　聡汰 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

一雨千山潤す 堀田　みず希 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

一雨千山潤す 澤谷　健心 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

一雨千山潤す 杉本　帆名美 千山道場 19越山杯選抜 2019/4/6 小学生高

MYK金町道場 萩野　結衣 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 小学生高

MYK金町道場 大塚　京太郎 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 小学生高

MYK金町道場 篠藤　未奈 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 小学生高
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チーム武奨 宮﨑　遼人 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 中学生

チーム武奨 大野　樹貴 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 中学生

チーム武奨 鈴木　慶 武奨館 18日本海1位 2018/12/23 中学生

極真三銃士 大久保　海晴 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 中学生

極真三銃士 田中　佑昌 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 中学生

極真三銃士 中村　仁 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 中学生

Team Rebellious（反抗期） 嶋﨑　光祐 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

Team Rebellious（反抗期） 辻岡　柚稀 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

Team Rebellious（反抗期） 森　勇護 極真福井 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

ＫＫＫ 野口　和矢 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

ＫＫＫ 奥村　幸輝 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

ＫＫＫ 小松　一覇 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 中学生

港北若大将 本藤　一騎 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 中学生

港北若大将 篠原　琉斗 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 中学生

港北若大将 関根　大悟 極真神奈川港北 19型演武1位 2019/1/27 中学生

礼心會チーム柊 若林　結 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 中学生

礼心會チーム柊 大川　実莉 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 中学生

礼心會チーム柊 岩切　花蓮 礼心会 19型演武2位 2019/1/27 中学生

ポンコツトリオ 三ヶ島　源 礼心会 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

ポンコツトリオ 熊川　駿也 礼心会 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

ポンコツトリオ 上田　健太 礼心会 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

となりのヒーローズ 大藤　陽太 極真千葉五常中川 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

となりのヒーローズ 小倉　翔 極真千葉五常中川 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

となりのヒーローズ 綱川　仁之助 極真千葉五常中川 19型演武選抜 2019/1/27 中学生

コシヒカリ タッシュマイケル城 士衛塾 19福島1位 2019/3/24 中学生

コシヒカリ 大澤　寿馬 士衛塾 19福島1位 2019/3/24 中学生

コシヒカリ 中村　釉捺 士衛塾 19福島1位 2019/3/24 中学生

安斎風神 渡辺　大和 極真安斎 19福島2位 2019/3/24 中学生

安斎風神 橋本　勝哉 極真安斎 19福島2位 2019/3/24 中学生

安斎風神 岡部　円花 極真安斎 19福島2位 2019/3/24 中学生

安斎白虎 猪俣　惇史 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 中学生

安斎白虎 安斎　優翔 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 中学生

安斎白虎 岩井　呼春 極真安斎 19福島3位 2019/3/24 中学生

安斎青龍 齋藤　陽向 極真安斎 19福島4位 2019/3/24 中学生

安斎青龍 増子　竜之介 極真安斎 19福島4位 2019/3/24 中学生

安斎青龍 須藤　希海 極真安斎 19福島4位 2019/3/24 中学生

やわらぎファイターズ 本谷　颯也斗 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

やわらぎファイターズ 梅澤　尚暉 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

やわらぎファイターズ 岡川　絋大 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

KAY 仁井田　朝姫 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

KAY 沼尾　柚奈 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

KAY 吉田　健人 極真東京佐藤 19南関東選抜 2019/3/31 中学生

新之助 佐藤　千裕 士衛塾 19越山杯2位 2019/4/6 中学生

新之助 巻淵　元希 士衛塾 19越山杯2位 2019/4/6 中学生
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新之助 西山　柚月 士衛塾 19越山杯2位 2019/4/6 中学生

一笑千山青 山本　悠釉 千山道場 19越山杯4位 2019/4/6 中学生

一笑千山青 中川　はる香 千山道場 19越山杯4位 2019/4/6 中学生

一笑千山青 俵　聖貴 千山道場 19越山杯4位 2019/4/6 中学生

心を一つに金町道場 廣瀬　遥香 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 中学生

心を一つに金町道場 髙松　香凛 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 中学生

心を一つに金町道場 横田　瑞輝 極真下町金町 19東日本選抜 2019/6/9 中学生

未武中 梶山　進一朗 勇気会 19中国1位 2019/6/16 中学生

未武中 中村　星穏 勇気会 19中国1位 2019/6/16 中学生

未武中 野口　藍 勇気会 19中国1位 2019/6/16 中学生

SSK-H 石田　真啓 志誠館 19中国2位 2019/6/16 中学生

SSK-H 飯田　悠真 志誠館 19中国2位 2019/6/16 中学生

SSK-H 江國　ゆう 志誠館 19中国2位 2019/6/16 中学生

No limit 島津　七海 尚道館 18日本海1位 2018/12/23 一般

No limit 笹倉　優緋 尚道館 18日本海1位 2018/12/23 一般

No limit 前川　久美子 尚道館 18日本海1位 2018/12/23 一般

黒帯一歩手前 辻脇　大輔 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 一般

黒帯一歩手前 辻脇　望 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 一般

黒帯一歩手前 中村　錬 極真福井 18日本海2位 2018/12/23 一般

ブルゾンまさみwith B 日尾　雅美 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 一般

ブルゾンまさみwith B 木原　英勝 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 一般

ブルゾンまさみwith B 鈴木　忍 武奨館 18日本海選抜 2018/12/23 一般

チームアックス 浜尾　友都 極真千葉五常中川 19型演武1位 2019/1/27 一般

チームアックス 坂田　智紀 極真千葉五常中川 19型演武1位 2019/1/27 一般

チームアックス 花田　武志 極真千葉五常中川 19型演武1位 2019/1/27 一般

今日から俺たちは!!! 井本ハンナ愛 MAC湘南 19型演武選抜 2019/1/27 一般

今日から俺たちは!!! 樋口　達也 MAC湘南 19型演武選抜 2019/1/27 一般

今日から俺たちは!!! 加川　岳彦 MAC湘南 19型演武選抜 2019/1/27 一般

師弟和塾 杉本　祥伸 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 一般

師弟和塾 髙山　天聡 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 一般

師弟和塾 梅澤　和暉 和塾 19南関東選抜 2019/3/31 一般

桜花千山 中川　ユキ子 千山道場 19越山杯1位 2019/4/6 一般

桜花千山 山本　栄克 千山道場 19越山杯1位 2019/4/6 一般

桜花千山 俵　美佐雄 千山道場 19越山杯1位 2019/4/6 一般

千山雨晴 竹口　香織 千山道場 19越山杯2位 2019/4/6 一般

千山雨晴 山本　悠釉 千山道場 19越山杯2位 2019/4/6 一般

千山雨晴 山吉　陽菜 千山道場 19越山杯2位 2019/4/6 一般

金町　大中小 矢口　青空 極真下町金町 19東日本1位 2019/6/9 一般

金町　大中小 本谷　颯也斗 極真下町金町 19東日本1位 2019/6/9 一般

金町　大中小 加古　眞仁 極真下町金町 19東日本1位 2019/6/9 一般

R-小町ｓ 小野　美紀 礼心会 19東日本2位 2019/6/9 一般

R-小町ｓ 前田　明子 礼心会 19東日本2位 2019/6/9 一般
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R-小町ｓ 三ヶ島　ゆか 礼心会 19東日本2位 2019/6/9 一般

越前おろしそば 極真福井 19北陸関西1位 7月7日 小学生低

越前おろしそば 極真福井 19北陸関西1位 7月7日 小学生低

越前おろしそば 極真福井 19北陸関西1位 7月7日 小学生低

ミラクル武奨 中田　春妃 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 小学生高

ミラクル武奨 有澤　琉衣 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 小学生高

ミラクル武奨 日尾　心優 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 小学生高

チーム武奨レディ 後藤　ななみ 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 中学生

チーム武奨レディ 中田　杷奈 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 中学生

チーム武奨レディ 喜多　晃子 武奨館 19北陸関西1位 7月7日 中学生

ＫＫＧ 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 中学生

ＫＫＧ 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 中学生

ＫＫＧ 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 中学生

マリー特選上ロース（塩） 坂口　巧 マリー空手クラブ 19北陸関西1位 7月7日 一般

マリー特選上ロース（塩） 伴　奈純 マリー空手クラブ 19北陸関西1位 7月7日 一般

マリー特選上ロース（塩） 小川　柚子葉 マリー空手クラブ 19北陸関西1位 7月7日 一般

武奨娘 日尾　雅美 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 一般

武奨娘 利根川　留生 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 一般

武奨娘 利根川　十仁 武奨館 19北陸関西2位 7月7日 一般


