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桜琳塾 小岩井　咲音 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小1女子
拳悠会 小島　美紗 女 18全福井1位 2018/12/16 小1女子
極真福井 橋本　玲奈 女 18全福井選抜1 2018/12/16 小1女子
極真千葉小嶋 照喜名　仁華 女 19全国1位 2019/5/26 小1女子
吉田塾 佐藤　汐里 女 19全国選抜3 2019/5/26 小1女子
吉田塾 須藤　あかり 女 19全国選抜4 2019/5/26 小1女子
志成館 石岡　咲蘭 女 19広島1位 2019/6/16 小1女子
勇気会 山崎　朱璃 女 19広島選抜1 2019/6/16 小1女子
白蓮山形 近藤　佑香 女 19朱鷺1位 2019/6/30 小1女子
士衛塾新潟 阿部　希々愛 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 小1女子
波立塾 淺野　佑月 女 19福島2位 2019/7/7 小1女子
極真栃木 佐藤　裕可 女 19福島3位 2019/7/7 小1女子
空身館 鰐部　瑛南 女 19北陸1位 2019/8/11 小1女子
吉田塾 冨山　莉玖羽 男 18神奈川1位 2018/10/14 小1男子
吉田塾 本田　薫平 男 18神奈川2位 2018/10/14 小1男子
極真石川竹吉 多野　龍心 男 18全福井1位 2018/12/16 小1男子
水滸會無限塾 岡田　碧音 男 18北海道1位 2018/11/25 小1男子
L.A.GYM藤田 高西　佑舞 男 18全福井2位 2018/12/16 小1男子
山崎　朱璃 板橋　永樹 男 18全福井選抜1 2018/12/16 小1男子
極真福井髙橋 海野　光明 男 18全福井選抜2 2018/12/16 小1男子
極真拳武會菅野 田代　夏葵 男 19全国2位 2019/5/26 小1男子
勇進会 渋谷　維吹 男 19全国選抜3 2019/5/26 小1男子
極真拳武會有明千鳥 福田　恵大 男 19全国選抜4 2019/5/26 小1男子
極真拳武會さいたま浦和 中村　琉惺 男 19全関東1位 2019/6/2 小1男子
極真栃木佐野 大川　竣亮 男 19全関東選抜4 2019/6/2 小1男子
志成館 高橋　一綺 男 19広島1位 2019/6/16 小1男子
極真福岡 辻　駿汰郎 男 19広島選抜1 2019/6/16 小1男子
水滸會丈夫塾 毛利　圭登 男 19北海道ｳｴｲﾄ制1位 2019/6/23 小1男子
HKC羽幌 髙橋　麟丸 男 19北海道ｳｴｲﾄ制2位 2019/6/23 小1男子
琢磨会 菅野　成明 男 19朱鷺2位 2019/6/30 小1男子
士衛塾新潟 小林　桔平 男 19朱鷺選抜1 2019/6/30 小1男子
士衛塾新潟 齋藤　源騎 男 19朱鷺選抜2 2019/6/30 小1男子
極真拳武會さいたま浦和 長谷川　陽祐 男 19東京1位 2019/7/7 小1男子
極真横浜田中 笹井　啓太 男 19東京選抜1 2019/7/7 小1男子
松島空手道場 鹿野　京汰 男 19福島1位 2019/7/7 小1男子
内田塾 中岸　愛琉斗 男 19北陸1位 2019/8/11 小1男子
正樹道場 洲﨑　耕太朗 男 19北陸選抜1 2019/8/11 小1男子
極真福井 野﨑　優那 女 18全日本1位 2018/10/14 小2女子
極真神奈川港北 堀内　楓 女 18全日本2位 2018/10/14 小2女子
義和流拳法 福島　古都 女 18全日本選抜1 2018/10/14 小2女子
五十嵐道場 加藤　優奈 女 18全日本選抜2 2018/10/14 小2女子
野澤道場 大久保　椎珂 女 18神奈川1位 2018/10/14 小2女子
MAC湘南 岡村　遥乃 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小2女子
極真北海道今井 佐藤　日那乃 女 18北海道選抜1 2018/11/25 小2女子
極真浜井石川 金曽　梨子 女 18全福井1位 2018/12/16 小2女子
川田道場 笹井　一花 女 18全福井選抜1 2018/12/16 小2女子
眞琉會 平阪　己乃羽 女 18全福井選抜2 2018/12/16 小2女子
MAC本部 金子　茉莉香 女 19全国2位 2019/5/26 小2女子
極真東京佐藤 佐藤　愛里 女 19全国選抜3 2019/5/26 小2女子
拳友会国際総本部 沼田　佳音 女 19全国選抜4 2019/5/26 小2女子
極真栃木大田原 八木沢　実琴 女 19全関東4位 2019/6/2 小2女子
明心會館 流田　花夢 女 19広島1位 2019/6/16 小2女子
明心會館 坂口　千晴 女 19広島2位 2019/6/16 小2女子
魂心舘 右手　優梨奈 女 19広島選抜1 2019/6/16 小2女子
極真広島今本 宗　奕璇 女 19広島選抜2 2019/6/16 小2女子
極真北海道今井 秋田谷　桜來 女 19北海道ｳｴｲﾄ制1位 2019/6/23 小2女子
極真北海道諸澤 梶　明夏音 女 19北海道ｳｴｲﾄ制選抜1 2019/6/23 小2女子
拳気道会 石﨑　美陽 女 19朱鷺1位 2019/6/30 小2女子
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神武館 樋口　京花 女 19朱鷺2位 2019/6/30 小2女子
白蓮山形 大河原　萌生 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 小2女子
光誠会 熊谷　凜 女 19東京1位 2019/7/7 小2女子
極真東京佐藤 中村　真里 女 19東京選抜1 2019/7/7 小2女子
波立塾 深谷　莉愛 女 19福島1位 2019/7/7 小2女子
波立塾 中村　亜美 女 19福島3位 2019/7/7 小2女子
極真宮城北杜塾 柳川　志帆 女 19福島推薦 2019/7/7 小2女子
空身館 吉田谷　蘭 女 19北陸1位 2019/8/11 小2女子
立志会 酒井　陽向 男 18全日本1位 2018/10/14 小2男子
極真石川北川 長山　拳悟 男 18全日本2位 2018/10/14 小2男子
魂心舘 岡井　優馬 男 18全日本3位 2018/10/14 小2男子
水滸會無限塾 小嶋　鷹飛 男 18全日本4位 2018/10/14 小2男子
清凛館 祖父江　洋斗 男 18神奈川1位 2018/10/14 小2男子
吉田塾 瀧口　陽斗 男 18神奈川選抜 2018/10/14 小2男子
武心剛術会 横山　大和 男 18北海道2位 2018/11/25 小2男子
極真北海道今井 三森　叶 男 18北海道選抜1 2018/11/25 小2男子
極真北海道今井 山本　昊輝 男 18北海道選抜2 2018/11/25 小2男子
眞琉會 野村　風満 男 18全福井2位 2018/12/16 小2男子
極真石川中島 八木　大洋 男 18全福井選抜1 2018/12/16 小2男子
極真福井 西沢　侑兼 男 18全福井選抜2 2018/12/16 小2男子
白蓮湘南鎌倉 波木井　春陽 男 19全国1位 2019/5/26 小2男子
光誠会 渡邉　蒼生 男 19全国2位 2019/5/26 小2男子
極真福島安斎 橋本　大和 男 19全国4位 2019/5/26 小2男子
桜琳塾 松本　常 男 19全関東1位 2019/6/2 小2男子
桜琳塾 林田　頼人 男 19全関東2位 2019/6/2 小2男子
勇気会 野口　友誠 男 19広島2位 2019/6/16 小2男子
極真福岡 楪　翔流 男 19広島3位 2019/6/16 小2男子
明倫館 末岡　叶太 男 19広島4位 2019/6/16 小2男子
修武會 山崎　来粋 男 19北海道ｳｴｲﾄ制2位 2019/6/23 小2男子
極真館埼玉県比企 可知　来生 男 19朱鷺1位 2019/6/30 小2男子
極真拳武會さいたま浦和 小野　暖馬 男 19朱鷺2位 2019/6/30 小2男子
北晋寺西道場 林　煌月 男 19朱鷺3位 2019/6/30 小2男子
士衛塾新潟 山川　慶大 男 19朱鷺4位 2019/6/30 小2男子
極真神奈川座間 井出　優輝 男 19東京1位 2019/7/7 小2男子
極真東京川端 斉藤　琉響 男 19東京2位 2019/7/7 小2男子
神武館 阿部　南斗 男 19福島3位 2019/7/7 小2男子
澤崎道場 髙井　啓夏 男 19北陸1位 2019/8/11 小2男子
正樹道場 野﨑　颯斗 男 19北陸2位 2019/8/11 小2男子
眞琉會 星山　真歩 女 18全日本1位 2018/10/14 小3女子
至真会館 大石　香歩 女 18全日本2位 2018/10/14 小3女子
志成館 石岡　優音 女 18全日本3位 2018/10/14 小3女子
武奨館吉村 後藤　かれん 女 18全日本4位 2018/10/14 小3女子
極真拳武會菅野 内藤　杏理 女 18神奈川1位 2018/10/14 小3女子
自然拳法二塚道場 小川　夢華 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小3女子
北海道今井道場 和泉　有真 女 18北海道1位 2018/11/25 小3女子
川田道場 中村　結愛 女 18全福井1位 2018/12/16 小3女子
川田道場 吹屋　咲妃 女 18全福井2位 2018/12/16 小3女子
空柔館 松浦　月那 女 18全福井選抜2 2018/12/16 小3女子
礼心会 三ヶ島　なな 女 19全国1位 2019/5/26 小3女子
極真神奈川秦野 柴崎　心希 女 19全国選抜2 2019/5/26 小3女子
極真拳武會菅野 笹本　朱里 女 19全国選抜3 2019/5/26 小3女子
北峰会 小島　明桜 女 19全国選抜4 2019/5/26 小3女子
志成館 宮内　桜那花 女 19広島選抜1 2019/6/16 小3女子
魂心舘 小村　樹璃亜 女 19広島選抜2 2019/6/16 小3女子
士衛塾新潟 西巻　真和 女 19朱鷺1位 2019/6/30 小3女子
士衛塾新潟 小林　咲姫 女 19朱鷺2位 2019/6/30 小3女子
士衛塾新潟 西山　瑠奈 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 小3女子
極真館福島 愛澤　莉杏 女 19朱鷺選抜2 2019/6/30 小3女子
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誠真会館秋津 仁田水　咲良 女 19東京1位 2019/7/7 小3女子
武心塾カラテ 鈴木　芽衣 女 19東京選抜1 2019/7/7 小3女子
白蓮山形 髙橋　寿々 女 19福島3位 2019/7/7 小3女子
至真会館 武田　麗羽 女 19福島4位 2019/7/7 小3女子
極真愛知石川 守田　妃吹 女 19北陸1位 2019/8/11 小3女子
空身館 鰐部　比奈子 女 19北陸2位 2019/8/11 小3女子
勇進会 坂間　陽桐 男 18全日本1位 2018/10/14 小3男子
吉田塾 冨山　莉王 男 18全日本2位 2018/10/14 小3男子
神武館 和田　流星心 男 18全日本3位 2018/10/14 小3男子
武立会館 山口　叶来也 男 18全日本4位 2018/10/14 小3男子
拳友会中山 山本　琉士郎 男 18神奈川1位 2018/10/14 小3男子
白蓮湘南鎌倉 古川　翔大 男 18神奈川2位 2018/10/14 小3男子
水滸會無限塾 児玉　絢翔 男 18北海道1位 2018/11/25 小3男子
極真北海道今井 吉田　遥翔 男 18北海道2位 2018/11/25 小3男子
水滸會無限塾 荒川　了多 男 18北海道3位 2018/11/25 小3男子
北海道今井道場 岡　玄稀 男 18北海道4位 2018/11/25 小3男子
真誠塾 小﨑　太雅 男 18全福井1位 2018/12/16 小3男子
自然拳法二塚道場 石塚　雄陽 男 18全福井2位 2018/12/16 小3男子
極真浜井石川 東　一心 男 18全福井3位 2018/12/16 小3男子
極真福井 橋本　玲生 男 18全福井4位 2018/12/16 小3男子
勇進会 渋谷　優河 男 19全関東1位 2019/6/2 小3男子
勇進会 鈴木　海偉 男 19全関東2位 2019/6/2 小3男子
士衛塾総本部 堀　鉄生 男 19全関東3位 2019/6/2 小3男子
勇進会 秋葉　竜之介 男 19全関東4位 2019/6/2 小3男子
志誠館 江國　恵叶 男 19広島1位 2019/6/16 小3男子
拳志道 大北　銀次 男 19広島2位 2019/6/16 小3男子
如水会館 矢野　凛斗 男 19広島3位 2019/6/16 小3男子
極真福岡 東小野　暉芯 男 19広島4位 2019/6/16 小3男子
水滸會丈夫塾 松橋　煌駕 男 19北海道ｳｴｲﾄ制2位 2019/6/23 小3男子
眞琉會 森　健人 男 19朱鷺1位 2019/6/30 小3男子
士衛塾石川 奥村　勇仁 男 19朱鷺3位 2019/6/30 小3男子
士衛塾山梨 梶原　旅人 男 19朱鷺4位 2019/6/30 小3男子
極真拳武會蒲田 齋藤　志貴 男 19東京2位 2019/7/7 小3男子
極真下町金町 小関　優心 男 19東京選抜1 2019/7/7 小3男子
桜琳塾 奥野　翔太 男 19福島2位 2019/7/7 小3男子
會士館 目黒　心温 男 19福島3位 2019/7/7 小3男子
極真福島安斎 須藤　友汰 男 19福島推薦 2019/7/7 小3男子
至真会館 荒井　晃冴 男 19福島推薦 2019/7/7 小3男子
自然拳法二塚道場 竹内　虎和 男 19北陸2位 2019/8/11 小3男子
正伝流中村道場 内藤　茉凛 女 18全日本1位 2018/10/14 小4女子体重別
吉田塾 本田　夏 女 18全日本2位 2018/10/14 小4女子体重別
白蓮山形 今田　二瑚 女 18全日本3位 2018/10/14 小4女子体重別
極真埼玉木村 大髙　流歌 女 18全日本4位 2018/10/14 小4女子体重別
MAC本部 尾場　心彩 女 18神奈川1位 2018/10/14 小4女子体重別
心温塾 堀本　穂稀 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小4女子体重別
極真北海道今井 羽田　楓 女 18北海道3位 2018/11/25 小4女子体重別
昇心塾 山本　萌乃 女 18全福井軽量1位 2018/12/16 小4女子体重別
極真石川竹吉 藤野　姫安 女 18全福井軽量2位 2018/12/16 小4女子体重別
極真浜井石川 三宅　愛瑠 女 18全福井軽量3位 2018/12/16 小4女子体重別
武双 石川　夏漣 女 18全福井軽量4位 2018/12/16 小4女子体重別
勇進会 鵜澤　帆波 女 19全国軽量選抜2 2019/5/26 小4女子体重別
極真拳武會平和島 中村　奏凪 女 19全国重量選抜2 2019/5/26 小4女子体重別
MAC川崎宮前平 門之園　美莉愛 女 19全国重量選抜3 2019/5/26 小4女子体重別
桜琳塾 長塚　唯 女 19全国重量選抜4 2019/5/26 小4女子体重別
非公開 針谷　奈花 女 19全関東重量選抜2 2019/6/2 小4女子体重別
非公開 金久保　苺里 女 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 小4女子体重別
極真石川北川 中村　碧葉 女 19全関東軽量選抜4 2019/6/2 小4女子体重別
魂心舘 佐藤　未宙 女 19広島軽量1位 2019/6/16 小4女子体重別



IBKO第11回全日本大会組手部門　出場権獲得者

所属道場 名前 性別 代表権獲得大会名 大会日 出場階級

2019年8月12日　現在

魂心舘 仙野　花依 女 19広島軽量2位 2019/6/16 小4女子体重別
勇気会 中村　麻耶 女 19広島軽量3位 2019/6/16 小4女子体重別
志誠館 小嶺　柚季 女 19広島軽量4位 2019/6/16 小4女子体重別
水滸會無限塾 小野寺　朱雀奈 女 19北海道ｳｴｲﾄ制1位 2019/6/23 小4女子体重別
白蓮山形 荒井　美憂 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 小4女子体重別
白蓮山形 髙橋　桃子 女 19朱鷺選抜2 2019/6/30 小4女子体重別
極真拳武會平和島 山﨑　りな 女 19東京重量1位 2019/7/7 小4女子体重別
極真館埼玉西 矢作　雅妃 女 19東京軽量1位 2019/7/7 小4女子体重別
一狼塾 柳田　稀音 女 19東京軽量選抜1 2019/7/7 小4女子体重別
極真拳武會菅野 田代　みなみ 女 19東京重量選抜1 2019/7/7 小4女子体重別
清凛館 祖父江　海斗 男 18全日本1位 2018/10/14 小4男子体重別
実践会館 樋口　銀雅 男 18全日本2位 2018/10/14 小4男子体重別
北海道今井道場 小野寺　泰星 男 18全日本3位 2018/10/14 小4男子体重別
水滸會無限塾 小嶋　隼飛 男 18全日本4位 2018/10/14 小4男子体重別
吉田塾 山下　颯志郎 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 小4男子体重別
心温塾 大野　愛善 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 小4男子体重別
大鹿道場 矢口　瑛斗 男 18神奈川軽量2位 2018/10/14 小4男子体重別
勇進会 齊藤　暖人 男 18神奈川重量2位 2018/10/14 小4男子体重別
北海道今井道場 増田　理玖 男 18北海道1位 2018/11/25 小4男子体重別
極真北海道諸澤 奥山　大翔 男 18北海道3位 2018/11/25 小4男子体重別
極真北海道今井 山本　晴也 男 18北海道4位 2018/11/25 小4男子体重別
自然拳法二塚道場 北島　奏汰 男 18全福井重量1位 2018/12/16 小4男子体重別
武奨館吉村 大坪　朔空 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 小4男子体重別
極真石川竹吉 中村　弦楽 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 小4男子体重別
武奨館吉村 奥村　珀斗 男 18全福井重量2位 2018/12/16 小4男子体重別
極真浜井笠舞 龍瀧　瑠偉 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 小4男子体重別
極真浜井石川 池田　康晟 男 18全福井重量3位 2018/12/16 小4男子体重別
L.A.GYM藤田 平野　秀悟 男 18全福井重量4位 2018/12/16 小4男子体重別
武奨館吉村 京谷　恵太朗 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 小4男子体重別
大鹿道場 大鹿　倫毅 男 19全国重量1位 2019/5/26 小4男子体重別
勇進会 長谷川　凰星 男 19全国重量2位 2019/5/26 小4男子体重別
桜琳塾 小岩井　咲空 男 19全国軽量3位 2019/5/26 小4男子体重別
飛馬道場 門田　唄侍 男 19全国軽量4位 2019/5/26 小4男子体重別
極真東京佐藤 尾原　智也 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 小4男子体重別
拳蹴武会中島 山口　斗央磨 男 19全国重量選抜4 2019/5/26 小4男子体重別
拳友会中山 冨山　絢翔 男 19全関東軽量1位 2019/6/2 小4男子体重別
極真埼玉木村 佐久間　陸翔 男 19全関東軽量2位 2019/6/2 小4男子体重別
極真東京佐藤 熊谷　莉希 男 19全関東軽量3位 2019/6/2 小4男子体重別
白蓮東京墨田 岡山　月輝 男 19全関東軽量4位 2019/6/2 小4男子体重別
極真埼玉木村 花香　耀磨 男 19全関東重量選抜3 2019/6/2 小4男子体重別
極真栃木真岡 吉田　大我 男 19全関東重量選抜4 2019/6/2 小4男子体重別
志成館 岩村　寛吾 男 19広島重量1位 2019/6/16 小4男子体重別
魂心舘 小村　琉己哉 男 19広島軽量2位 2019/6/16 小4男子体重別
魂心舘 友野　颯大 男 19広島軽量3位 2019/6/16 小4男子体重別
芦原会館総本部 吉村　桐磨 男 19広島軽量4位 2019/6/16 小4男子体重別
朱雀館 木曽　碧威 男 19広島重量選抜1 2019/6/16 小4男子体重別
極真広島今本 松前　拓朗 男 19広島重量選抜2 2019/6/16 小4男子体重別
真結氣 高山　大輝 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量1位 2019/6/23 小4男子体重別
水滸會丈夫塾 永井　詩悠 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量2位 2019/6/23 小4男子体重別
水滸會丈夫塾 西坂　湧志 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量2位 2019/6/23 小4男子体重別
士衛塾新潟 山下　弘兼 男 19朱鷺重量1位 2019/6/30 小4男子体重別
極真拳武會さいたま浦和 小野　颯介 男 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 小4男子体重別
士衛塾山梨 宮下　聖矢 男 19朱鷺重量2位 2019/6/30 小4男子体重別
眞琉會 山田　宗 男 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 小4男子体重別
士衛塾新潟 荒　隆太 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 小4男子体重別
極真神奈川港北 菊池　杏弥 男 19朱鷺軽量選抜2 2019/6/30 小4男子体重別
如心館 松原　晟太郎 男 19東京軽量1位 2019/7/7 小4男子体重別
極真埼玉木村 山口　瑠葦 男 19東京重量2位 2019/7/7 小4男子体重別
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極真拳武會有明千鳥 福田　大翔 男 19東京軽量2位 2019/7/7 小4男子体重別
極真下町金町 髙木　逞 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 小4男子体重別
松島空手道場 鹿野　撞夢 男 19福島重量1位 2019/7/7 小4男子体重別
松島空手道場 赤間　俐月 男 19福島軽量1位 2019/7/7 小4男子体重別
波立塾 深谷　拓夢 男 19福島重量2位 2019/7/7 小4男子体重別
極真栃木 林　寿陽 男 19福島軽量3位 2019/7/7 小4男子体重別
會士館 長谷川　瑛飛 男 19福島軽量4位 2019/7/7 小4男子体重別
泉塾 武藤　颯汰 男 19福島推薦 2019/7/7 小4男子体重別
松島空手道場 氏家　榮崇 男 19福島推薦 2019/7/7 小4男子体重別
空身館 吉田谷　徠翔 男 19北陸軽量1位 2019/8/11 小4男子体重別
極真愛知石川 日比野　蓮 男 19北陸重量1位 2019/8/11 小4男子体重別
KWF極真千葉 吹野　珠愛 女 18全日本重量1位 2018/10/14 小5女子体重別
志成館 小川　颯菜 女 18全日本軽量1位 2018/10/14 小5女子体重別
星和会館 安田　四季 女 18全日本軽量2位 2018/10/14 小5女子体重別
士衛塾総本部 西巻　里音 女 18全日本重量2位 2018/10/14 小5女子体重別
義和流拳法 福島　千代 女 18全日本3位 2018/10/14 小5女子体重別
極真下町金町 加古　琴心 女 18全日本4位 2018/10/14 小5女子体重別
極真北海道今井 小倉　真央 女 18全日本重量選抜1 2018/10/14 小5女子体重別
極真栃木大平 片栁　美咲 女 18全日本重量選抜2 2018/10/14 小5女子体重別
極真千葉小嶋 仙波　碧希 女 18神奈川軽量1位 2018/10/14 小5女子体重別
極真埼玉今井 上村　莉央 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小5女子体重別
野澤道場 大久保　芹衣 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小5女子体重別
極真北海道今井 佐藤　日毬 女 18北海道4位 2018/11/25 小5女子体重別
千山道場 堀田　みず希 女 18全福井重量1位 2018/12/16 小5女子体重別
極真石川中島 水上　愛粋 女 18全福井軽量1位 2018/12/16 小5女子体重別
極真福井 野﨑　彩那 女 18全福井軽量2位 2018/12/16 小5女子体重別
極真福井 明城　結朱 女 18全福井重量選抜1 2018/12/16 小5女子体重別
武奨館吉村 吉田　暖海 女 18全福井軽量選抜2 2018/12/16 小5女子体重別
豪拳会 村中　彩 女 18全福井軽量選抜3 2018/12/16 小5女子体重別
MAC湘南 岡村　澪乃 女 19全国軽量2位 2019/5/26 小5女子体重別
桜琳塾 鈴木　はぐみ 女 19全国軽量選抜3 2019/5/26 小5女子体重別
拳友会国際総本部 角田　璃子 女 19全国重量選抜3 2019/5/26 小5女子体重別
極真栃木 内保　美月 女 19全国軽量選抜4 2019/5/26 小5女子体重別
士衛塾総本部 小早川　凜 女 19全関東軽量1位 2019/6/2 小5女子体重別
桜琳塾 塩満　美嘉 女 19全関東重量選抜2 2019/6/2 小5女子体重別
士衛塾総本部 西丸　明 女 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 小5女子体重別
士衛塾総本部 堀　柚希 女 19全関東軽量選抜4 2019/6/2 小5女子体重別
清武館 菊地　冴 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量1位 2019/6/23 小5女子体重別
極真北海道今井 岡本　紗依 女 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量1位 2019/6/23 小5女子体重別
極真北海道今井 陶山　葉菜 女 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量選抜1 2019/6/23 小5女子体重別
極真北海道今井 三宅　未夢 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量選抜1 2019/6/23 小5女子体重別
神武館 遠藤　優衣 女 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 小5女子体重別
士衛塾新潟 齊藤　夢乃 女 19朱鷺軽量選抜1 2019/6/30 小5女子体重別
極真拳武會菅野 平山　晴菜 女 19東京軽量選抜1 2019/7/7 小5女子体重別
松島空手道場 鈴木　蓮 女 19福島軽量1位 2019/7/7 小5女子体重別
松島空手道場 菅原　青海 女 19福島軽量4位 2019/7/7 小5女子体重別
自然拳法二塚道場 石塚　睦美 女 19北陸2位 2019/8/11 小5女子体重別
武奨館吉村 浦山　竜精 男 18全日本重量1位 2018/10/14 小5男子体重別
神武館 永井　樹 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 小5男子体重別
立志会 本杉　一颯 男 18全日本重量2位 2018/10/14 小5男子体重別
眞琉會 畑　日丸 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 小5男子体重別
極真愛知石川 各務　壮祐 男 18全日本軽量3位 2018/10/14 小5男子体重別
L.A.GYM藤田 藤田　琉樺 男 18全日本重量3位 2018/10/14 小5男子体重別
飛馬道場 五味　結雅 男 18全日本重量4位 2018/10/14 小5男子体重別
眞琉會 髙木　悠生 男 18全日本軽量4位 2018/10/14 小5男子体重別
極真拳武會城南品川 青木　悠隼 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 小5男子体重別
極真拳武會南浦和 和田　凜太郎 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 小5男子体重別
義和流拳法 江川　真祐 男 18神奈川軽量2位 2018/10/14 小5男子体重別
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光誠会 戸田　龍水 男 18神奈川重量2位 2018/10/14 小5男子体重別
北海道今井道場 岸本　怜 男 18北海道軽量1位 2018/11/25 小5男子体重別
北海道今井道場 渡久地　政臣 男 18北海道重量1位 2018/11/25 小5男子体重別
水滸會無限塾 児玉　翔太 男 18北海道軽量2位 2018/11/25 小5男子体重別
極真北海道今井 久米　紫文 男 18北海道重量2位 2018/11/25 小5男子体重別
北海道今井道場 杉本　隼基 男 18北海道重量3位 2018/11/25 小5男子体重別
北海道今井道場 成田　翔紀 男 18北海道重量4位 2018/11/25 小5男子体重別
水滸會無限塾 奈須川　漣 男 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 小5男子体重別
極真北海道今井 川村　斗真 男 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 小5男子体重別
武奨館吉村 菊田　真翔 男 18全福井重量1位 2018/12/16 小5男子体重別
極真福井髙橋 黒川　真太朗 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 小5男子体重別
眞琉會 鎌田　凌真 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 小5男子体重別
矢郷道場 本馬　仁虎 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 小5男子体重別
極真福井髙橋 嶋田　海音 男 18全福井重量3位 2018/12/16 小5男子体重別
極真福井 濵﨑　蓮 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 小5男子体重別
極真石川中島 供田　大心 男 18全福井重量4位 2018/12/16 小5男子体重別
極真栃木大平 上岡　遙人 男 19全国重量1位 2019/5/26 小5男子体重別
極真拳武會さいたま浦和 門馬　凛志 男 19全国軽量2位 2019/5/26 小5男子体重別
極真下町金町 山本　貫太 男 19全国重量2位 2019/5/26 小5男子体重別
大鹿道場 桜井　奏輔 男 19全国軽量3位 2019/5/26 小5男子体重別
拳友会中山 小田島　悠翔 男 19全国重量3位 2019/5/26 小5男子体重別
吉田塾 山下　琥太郎 男 19全国軽量4位 2019/5/26 小5男子体重別
極真栃木大平 細内　大翔 男 19全関東重量1位 2019/6/2 小5男子体重別
拳友会国際総本部 加藤　悠世 男 19全関東軽量2位 2019/6/2 小5男子体重別
至真会館 鈴木　琉世 男 19全関東重量2位 2019/6/2 小5男子体重別
一狼塾 岡村　奏洋 男 19全関東軽量3位 2019/6/2 小5男子体重別
極真拳武會さいたま浦和 中村　啓汰 男 19全関東軽量4位 2019/6/2 小5男子体重別
魂心舘 大村　絆人 男 19広島軽量1位 2019/6/16 小5男子体重別
極真福岡 本村　琥太郎 男 19広島重量1位 2019/6/16 小5男子体重別
勇心会館 瀬尾　晃生 男 19広島軽量2位 2019/6/16 小5男子体重別
光雲塾 伊勢田　英斗 男 19広島軽量3位 2019/6/16 小5男子体重別
志成館 橘高　由一 男 19広島軽量4位 2019/6/16 小5男子体重別
極真広島今本 粟野　凌河 男 19広島重量選抜1 2019/6/16 小5男子体重別
白蓮山形 近藤　夏気 男 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 小5男子体重別
眞琉會 髙木　康生 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 小5男子体重別
極真拳武會菅野 松村　健太 男 19朱鷺軽量選抜1 2019/6/30 小5男子体重別
五十嵐道場 物江　恭太朗 男 19朱鷺軽量選抜2 2019/6/30 小5男子体重別
極真拳武會菅野 丹山　映汰 男 19朱鷺重量選抜2 2019/6/30 小5男子体重別
勇進会 高村　子浩 男 19東京軽量1位 2019/7/7 小5男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 前田　海斗 男 19東京重量2位 2019/7/7 小5男子体重別
武心会 戸田　拓杜 男 19東京軽量2位 2019/7/7 小5男子体重別
極真神奈川秦野 宇佐美　怜生 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 小5男子体重別
松島空手道場 鹿野　萊夢 男 19福島重量1位 2019/7/7 小5男子体重別
極真福島安斎 佐藤　光一 男 19福島軽量2位 2019/7/7 小5男子体重別
極真宮城北杜塾 須田　知輝 男 19福島重量2位 2019/7/7 小5男子体重別
至真会館 古沢　蓮音 男 19福島軽量3位 2019/7/7 小5男子体重別
極真栃木 酒巻　奏大 男 19福島重量3位 2019/7/7 小5男子体重別
極真栃木 佐藤　陽輝 男 19福島重量4位 2019/7/7 小5男子体重別
至真会館 平山　隆太郎 男 19福島推薦 2019/7/7 小5男子体重別
極真宮城北杜塾 倉島　優晴 男 19福島推薦 2019/7/7 小5男子体重別
誠會 金城　壮志 男 19北陸重量1位 2019/8/11 小5男子体重別
極真愛知石川 守田　琥伯 男 19北陸軽量2位 2019/8/11 小5男子体重別
清凛館 岩口　紗藍 女 18全日本軽量1位 2018/10/14 小6女子体重別
飛馬道場 齋藤　絆菜 女 18全日本重量1位 2018/10/14 小6女子体重別
極真拳武會さいたま浦和 加木　美咲 女 18全日本軽量2位 2018/10/14 小6女子体重別
勇気会 矢田　心夏 女 18全日本重量2位 2018/10/14 小6女子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 佐野　瑞祇 女 18全日本軽量3位 2018/10/14 小6女子体重別
誠真会館清瀬 杉田　真彩 女 18全日本軽量4位 2018/10/14 小6女子体重別



IBKO第11回全日本大会組手部門　出場権獲得者

所属道場 名前 性別 代表権獲得大会名 大会日 出場階級

2019年8月12日　現在

極真石川田賀 土上　穂乃果 女 18全日本重量選抜1 2018/10/14 小6女子体重別
拳翔館 大垣　春姫 女 18全日本重量選抜2 2018/10/14 小6女子体重別
極真愛知石川 各務　弘華 女 18神奈川軽量1位 2018/10/14 小6女子体重別
極真千葉小嶋 舩木　苺衣 女 18神奈川選抜 2018/10/14 小6女子体重別
北海道今井道場 山内　心愛 女 18北海道軽量1位 2018/11/25 小6女子体重別
極真北海道今井 梅村　心菜 女 18北海道軽量2位 2018/11/25 小6女子体重別
極真北海道今井 村上　心花 女 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 小6女子体重別
極真北海道今井 佐藤　日女佳 女 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 小6女子体重別
極真石川竹吉 土田　萌華 女 18全福井軽量1位 2018/12/16 小6女子体重別
極真栃木大平 岩崎　純菜 女 19全国軽量2位 2019/5/26 小6女子体重別
飛馬道場 齋藤　耀歩 女 19全国重量選抜2 2019/5/26 小6女子体重別
礼心会 三ヶ島　小夏 女 19全国重量選抜3 2019/5/26 小6女子体重別
極真東京佐藤 大池　暖 女 19全関東軽量選抜2 2019/6/2 小6女子体重別
極真栃木足利 北口　瑠杏 女 19全関東重量選抜3 2019/6/2 小6女子体重別
極真埼玉今井 石橋　侑季 女 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 小6女子体重別
極真栃木益子 長島　芽香 女 19全関東軽量選抜4 2019/6/2 小6女子体重別
志成館 石岡　莉星 女 19広島軽量1位 2019/6/16 小6女子体重別
芦原会館総本部 髙橋　沙羅 女 19広島重量選抜1 2019/6/16 小6女子体重別
極真広島今本 渋谷　夢叶 女 19広島軽量選抜1 2019/6/16 小6女子体重別
極真北海道諸澤 佐藤　乃庵 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量1位 2019/6/23 小6女子体重別
HKC三笠 上葛　花音 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量選抜1 2019/6/23 小6女子体重別
五十嵐道場 荒明　央葵 女 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 小6女子体重別
五十嵐道場 豊﨑　姫衣沙 女 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 小6女子体重別
泉塾 千代　歩未 女 19朱鷺軽量選抜1 2019/6/30 小6女子体重別
士衛塾新潟 小林　姫葵 女 19朱鷺軽量選抜2 2018/10/14 小6女子体重別
極真拳武會さいたま浦和 長谷川　桃子 女 19東京軽量1位 2019/7/7 小6女子体重別
如心館 小野寺　十歌 女 19東京軽量選抜1 2019/7/7 小6女子体重別
松島空手道場 赤間　海莉 女 19福島軽量1位 2019/7/7 小6女子体重別
芦原会館東北 二瓶　菜々緒 女 19福島重量1位 2019/7/7 小6女子体重別
神武館 相庭　望乃 女 19福島重量2位 2019/7/7 小6女子体重別
白蓮山形 斉藤　みんと 女 19福島軽量2位 2019/7/7 小6女子体重別
至真会館 芦野　瑞姫 女 19福島推薦 2019/7/7 小6女子体重別
正樹道場 堺　夏蓮 女 19北陸軽量1位 2019/8/11 小6女子体重別
極真愛知石川 東　椿姫 女 19北陸重量選抜1 2019/8/11 小6女子体重別
政浦道場 脇内　陽愛 女 19北陸軽量選抜1 2019/8/11 小6女子体重別
大鹿道場 大鹿　烈毅 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 小6男子体重別
白蓮湘南鎌倉 波木井　陽夏 男 18全日本重量1位 2018/10/14 小6男子体重別
白蓮湘南鎌倉 野見山　嘉瞳 男 18全日本重量2位 2018/10/14 小6男子体重別
極真東京佐藤 山中　一成 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 小6男子体重別
韓道場 小田嶋　元蔵 男 18全日本重量3位 2018/10/14 小6男子体重別
至真会館 小林　海斗 男 18全日本軽量3位 2018/10/14 小6男子体重別
義和流拳法 谷口　一哉 男 18全日本重量4位 2018/10/14 小6男子体重別
桜琳塾 小林　遼雅 男 18全日本軽量4位 2018/10/14 小6男子体重別
SKC武心館 古谷　貫多 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 小6男子体重別
心温塾 堀本　祐惺 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 小6男子体重別
拳蹴武会中島 辻　浩優 男 18神奈川軽量2位 2018/10/14 小6男子体重別
極真神奈川港北 梅ヶ谷　颯太 男 18神奈川選抜 2018/10/14 小6男子体重別
極真北海道諸澤 染野　流希斗 男 18北海道重量1位 2018/11/25 小6男子体重別
水滸會無限塾 小野寺　龍亮 男 18北海道軽量1位 2018/11/25 小6男子体重別
極真北海道諸澤 能登谷　祐真 男 18北海道軽量2位 2018/11/25 小6男子体重別
水滸會丈夫塾 今　総一郎 男 18北海道重量2位 2018/11/25 小6男子体重別
極真北海道諸澤 渡部　蓮 男 18北海道軽量3位 2018/11/25 小6男子体重別
北海道今井道場 山内　来騎 男 18北海道軽量4位 2018/11/25 小6男子体重別
北海道今井道場 前川　星来 男 18北海道重量選抜1 2018/11/25 小6男子体重別
極真北海道諸澤 尾山　寛 男 18北海道重量選抜2 2018/11/25 小6男子体重別
澤崎道場 東谷　昂征 男 18全福井重量1位 2018/12/16 小6男子体重別
立志会 酒井　暖 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 小6男子体重別
眞琉會 佐野　快吏 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 小6男子体重別
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極真浜井石川 浜名　凌希 男 18全福井重量2位 2018/12/16 小6男子体重別
武奨館吉村 喜佐　映斗 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 小6男子体重別
眞琉會 河﨑　海翔 男 18全福井重量3位 2018/12/16 小6男子体重別
澤崎道場 塚田　永遠 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 小6男子体重別
拳悠会 武田　幸 男 18全福井重量4位 2018/12/16 小6男子体重別
北峰会 市川　瑛大 男 19全国重量1位 2019/5/26 小6男子体重別
極真拳武會菅野 飯塚　晄太朗 男 19全国軽量2位 2019/5/26 小6男子体重別
MAC川崎宮前平 門之園　龍我 男 19全国重量2位 2019/5/26 小6男子体重別
吉田塾 冨山　未来斗 男 19全国軽量3位 2019/5/26 小6男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 桑原　右京 男 19全国軽量4位 2019/5/26 小6男子体重別
K-1ｼﾞﾑ大宮 清水　竜吉 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 小6男子体重別
清凛館 梶原　基 男 19全国重量選抜4 2019/5/26 小6男子体重別
極真栃木 松本　承生 男 19全関東軽量3位 2019/6/2 小6男子体重別
極真宮城森 鈴木　健吾 男 19全関東軽量4位 2019/6/2 小6男子体重別
士衛塾総本部 山田　泰聖 男 19全関東重量選抜3 2019/6/2 小6男子体重別
極真栃木大平 小荷田　竜飛 男 19全関東重量選抜4 2019/6/2 小6男子体重別
原道場 樋口　煌雅 男 19広島軽量1位 2019/6/16 小6男子体重別
芦原会館総本部 塩濱　蓮 男 19広島重量1位 2019/6/16 小6男子体重別
芦原会館総本部 耒島　志成 男 19広島軽量2位 2019/6/16 小6男子体重別
明心會館 流田　椎成 男 19広島軽量3位 2019/6/16 小6男子体重別
横山道場 有正　春輝 男 19広島軽量4位 2019/6/16 小6男子体重別
朱雀館 福岡　夕凪 男 19広島重量選抜1 2019/6/16 小6男子体重別
極真福岡 東小野　煌珂 男 19広島重量選抜2 2019/6/16 小6男子体重別
真結氣 安樂　翔真 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量1位 2019/6/23 小6男子体重別
極真北海道諸澤 竹内　大夢 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量1位 2019/6/23 小6男子体重別
極真北海道今井 桒内　慧 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量2位 2019/6/23 小6男子体重別
極真北海道諸澤 土居　來斗 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量選抜1 2019/6/23 小6男子体重別
士衛塾新潟 斉藤　煌弥 男 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 小6男子体重別
士衛塾新潟 齊藤　鳳人 男 19朱鷺重量1位 2019/6/30 小6男子体重別
神武館 高橋　琉玖斗 男 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 小6男子体重別
極真神奈川港北 前田　和朝 男 19朱鷺軽量3位 2019/6/30 小6男子体重別
士衛塾新潟 菊地　悠人 男 19朱鷺軽量4位 2019/6/30 小6男子体重別
白蓮山形 伊藤　陸 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 小6男子体重別
一狼塾 長濵　直 男 19東京軽量1位 2019/7/7 小6男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 小林　佑輔 男 19東京重量1位 2019/7/7 小6男子体重別
極真下町金町 武島　哲平 男 19東京軽量2位 2019/7/7 小6男子体重別
極真下町金町 進藤　朋輝 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 小6男子体重別
士衛塾新潟 高橋　來己 男 19福島軽量1位 2019/7/7 小6男子体重別
士衛塾新潟 中村　聖絆 男 19福島軽量3位 2019/7/7 小6男子体重別
松島空手道場 安倍　龍翔 男 19福島重量3位 2019/7/7 小6男子体重別
白蓮山形 大河原　壮太 男 19福島軽量4位 2019/7/7 小6男子体重別
至真会館 矢作　航輝 男 19福島重量4位 2019/7/7 小6男子体重別
極真福島安斎 折笠　友哉 男 19福島推薦 2019/7/7 小6男子体重別
波立塾 斎須　清春 男 19福島推薦 2019/7/7 小6男子体重別
極真福島安斎 大島　竜弥 男 19福島推薦 2019/7/7 小6男子体重別
至真会館 鈴木　健太 男 19福島推薦 2019/7/7 小6男子体重別
自然拳法二塚道場 小川　大雅 男 19北陸重量1位 2019/8/11 小6男子体重別
極真石川中島 三宅　蕾庵 男 19北陸軽量1位 2019/8/11 小6男子体重別
極真愛知石川 末松　大 男 19北陸軽量2位 2019/8/11 小6男子体重別
武徳心 宮田　康希 男 19北陸重量2位 2019/8/11 小6男子体重別
極真拳武會南浦和 木村　優香 女 18全日本軽量1位 2018/10/14 中1女子体重別
勇進会 鵜沢　向日葵 女 18全日本重量1位 2018/10/14 中1女子体重別
清凛館 岩口　花凛 女 18全日本重量2位 2018/10/14 中1女子体重別
心温塾 佐藤　愛夏 女 18全日本軽量2位 2018/10/14 中1女子体重別
武立会館 石黒　心春 女 18全日本軽量3位 2018/10/14 中1女子体重別
極真東京佐藤 山村　優奈 女 18全日本軽量4位 2018/10/14 中1女子体重別
天風会館 魚江　蘭 女 18全日本重量選抜1 2018/10/14 中1女子体重別
北心会 門田　莉奈 女 18全日本重量選抜2 2018/10/14 中1女子体重別
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拳友会中山 木村　美沙希 女 18神奈川軽量1位 2018/10/14 中1女子体重別
心温塾 中村　來亜 女 18神奈川重量1位 2018/10/14 中1女子体重別
瑞心道場 齊藤　青空 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中1女子体重別
礼心会 脇田　海音 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中1女子体重別
虚空會館 吉川　心空 女 18北海道軽量1位 2018/11/25 中1女子体重別
虚空會館 橋詰　彩芭 女 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 中1女子体重別
虚空會館 三浦　祐実 女 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 中1女子体重別
極真福井髙橋 柳原　杏胡 女 18全福井重量1位 2018/12/16 中1女子体重別
極真石川中島 水上　莉愛 女 18全福井軽量1位 2018/12/16 中1女子体重別
武奨館吉村 後藤　ななみ 女 18全福井軽量2位 2018/12/16 中1女子体重別
千山道場 吉澤　詩桜 女 18全福井重量2位 2018/12/16 中1女子体重別
極真福井 藤原　陽依 女 18全福井重量選抜1 2018/12/16 中1女子体重別
正道会館正天會 木村　彩結 女 18全福井軽量選抜1 2018/12/16 中1女子体重別
空柔館 中町　來未 女 18全福井重量選抜2 2018/12/16 中1女子体重別
澤崎道場 千野　宥未愛 女 18全福井軽量選抜2 2018/12/16 中1女子体重別
清凛館 下野　真央 女 19全国軽量2位 2019/5/26 中1女子体重別
勇進会 小川　瑞樹 女 19全国重量選抜2 2019/5/26 中1女子体重別
五十嵐道場 物江　凛 女 19全国重量選抜3 2019/5/26 中1女子体重別
極真栃木 内保　優月 女 19全国軽量選抜3 2019/5/26 中1女子体重別
SKC武心館 鈴木　夏妃 女 19全国重量選抜4 2019/5/26 中1女子体重別
極真宮城森 高橋　有沙 女 19全関東軽量2位 2019/6/2 中1女子体重別
桜琳塾 戸川　夕渚 女 19全関東重量2位 2019/6/2 中1女子体重別
拳友会中山 岸本　乃々子 女 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 中1女子体重別
神武会館 河埜　紗奈 女 19広島軽量1位 2019/6/16 中1女子体重別
如水會館広島 岸田　悠波 女 19広島軽量2位 2019/6/16 中1女子体重別
士衛塾新潟 小林　麗美華 女 19朱鷺1位 2019/6/30 中1女子体重別
士衛塾新潟 小早川　萌々 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 中1女子体重別
士衛塾新潟 岡田　佳奈 女 19朱鷺選抜2 2019/6/30 中1女子体重別
極真東京足立選手會 佐藤　海憂 女 19東京重量選抜1 2019/7/7 中1女子体重別
礼心会 若林　結 女 19東京軽量選抜1 2019/7/7 中1女子体重別
芦原会館東北 眞壁　沙羽 女 19福島軽量2位 2019/7/7 中1女子体重別
白蓮山形 安達　衣乃莉 女 19福島重量3位 2019/7/7 中1女子体重別
極真福井髙橋 浜谷　真衣 女 19北陸選抜1 2019/8/11 中1女子体重別
光川道場 山下　葵 女 19北陸選抜2 2019/8/11 中1女子体重別
極真拳武會南浦和 相川　実黎 女 18全日本軽量1位 2018/10/14 中2女子体重別
士衛塾総本部 板倉　未羽 女 18全日本重量1位 2018/10/14 中2女子体重別
極真石川田賀 中山　公子 女 18全日本重量2位 2018/10/14 中2女子体重別
礼心会 播磨　亜美 女 18全日本軽量2位 2018/10/14 中2女子体重別
拳友会中山 藤井　彩心 女 18全日本軽量選抜1 2018/10/14 中2女子体重別
極真埼玉木村 森谷　心音 女 18全日本重量選抜1 2018/10/14 中2女子体重別
武心剛術会 川村　実里 女 18全日本重量選抜2 2018/10/14 中2女子体重別
相模原鈴木道場 伊藤　奈穂 女 18全日本軽量選抜2 2018/10/14 中2女子体重別
極真神奈川野庭 岩間　未来 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中2女子体重別
MAC横浜仲町台 浅沼　華南 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中2女子体重別
極真北海道今井 青柳　花音 女 18北海道中量選抜2 2018/11/25 中2女子体重別
極真北海道今井 澤田　優杏 女 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 中2女子体重別
極真浜井徳田 真田　美桜 女 18全福井選抜2 2018/12/16 中2女子体重別
拳友会国際総本部 秋葉　花音 女 19全国軽量1位 2019/5/26 中2女子体重別
桜琳塾 中野　朋恵 女 19全関東軽量2位 2019/6/2 中2女子体重別
一狼塾 星野　沙来 女 19全関東軽量選抜4 2019/6/2 中2女子体重別
芦原会館総本部 耒島　彩華 女 19広島軽量1位 2019/6/16 中2女子体重別
拳志道 井上　亜美 女 19広島軽量2位 2019/6/16 中2女子体重別
遂心塾 平原　奏 女 19広島軽量選抜1 2019/6/16 中2女子体重別
水滸會丈夫塾 越後　凜 女 19北海道ｳｴｲﾄ制中量1位 2019/6/23 中2女子体重別
清武館 菊地　咲 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量1位 2019/6/23 中2女子体重別
琢磨会 佐藤　心華 女 19朱鷺選抜1 2019/6/30 中2女子体重別
士衛塾新潟 中村　釉捺 女 19朱鷺選抜2 2019/6/30 中2女子体重別
如心館 青木　いすみ 女 19東京重量1位 2019/7/7 中2女子体重別
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吉田塾 吉田　優輝 女 18全日本軽量1位 2018/10/14 中3女子体重別
礼心会城西埼玉 石綿　千乃 女 18全日本重量1位 2018/10/14 中3女子体重別
如水會館愛媛 松岡　優奈 女 18全日本軽量4位 2018/10/14 中3女子体重別
礼心会 脇田　莉湖 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中3女子体重別
武立会館 佐藤　梨奈 女 18神奈川選抜 2018/10/14 中3女子体重別
水滸會丈夫塾 齋藤　莉々花 女 18北海道中量1位 2018/11/25 中3女子体重別
最強塾 阿部　リノア 女 18北海道軽量1位 2018/11/25 中3女子体重別
極真北海道今井 小笠原　未柚 女 18北海道軽量2位 2018/11/25 中3女子体重別
極真北海道今井 佐藤　ひかる 女 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 中3女子体重別
眞琉會 筒井　ふたば 女 18全福井1位 2018/12/16 中3女子体重別
拳悠会 前多　沙耶 女 18全福井選抜1 2018/12/16 中3女子体重別
極真千葉小嶋 照喜名　優輝 女 19全国軽量1位 2019/5/26 中3女子体重別
相模原鈴木道場 渡辺　美月 女 19全国軽量選抜2 2019/5/26 中3女子体重別
正伝流中村道場 金子　夏音 女 19全国軽量選抜3 2019/5/26 中3女子体重別
士衛塾総本部 中野　倫華 女 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 中3女子体重別
武人拳 太田　野々花 女 19北海道ｳｴｲﾄ制重量選抜1 2019/6/23 中3女子体重別
武奨館吉村 菊田　真琴 女 19北陸1位 2019/8/11 中3女子体重別
山口道場 脇内　結愛 女 19北陸選抜2 2019/8/11 中3女子体重別
極真埼玉木村 池田　拓歩 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 中1男子体重別
勇進会 大場　孔揮 男 18全日本重量1位 2018/10/14 中1男子体重別
極真拳武會岩田 齋藤　桜舞 男 18全日本重量2位 2018/10/14 中1男子体重別
士衛塾石川 神田　恭吾 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 中1男子体重別
極真埼玉木村 花香　琢磨 男 18全日本重量3位 2018/10/14 中1男子体重別
政浦道場 吉田　理壱 男 18全日本軽量3位 2018/10/14 中1男子体重別
極真栃木足利 岩上　旺牙 男 18全日本重量4位 2018/10/14 中1男子体重別
極真石川竹吉 中村　陸 男 18全日本軽量4位 2018/10/14 中1男子体重別
如心館 松原　虎太 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 中1男子体重別
極真神奈川座間 岡村　漣 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 中1男子体重別
正伝流中村道場 川上　大輝 男 18神奈川軽量2位 2018/10/14 中1男子体重別
KWF極真千葉 遠藤　大地 男 18神奈川選抜 2018/10/14 中1男子体重別
北海道今井道場 十文字　歩斗 男 18北海道軽量1位 2018/11/25 中1男子体重別
極真北海道今井 神山　功大 男 18北海道重量1位 2018/11/25 中1男子体重別
北海道今井道場 大杉　爽斗 男 18北海道重量2位 2018/11/25 中1男子体重別
北海道今井道場 見澤　艦太 男 18北海道軽量2位 2018/11/25 中1男子体重別
武心剛術会 斉藤　力毅 男 18北海道軽量3位 2018/11/25 中1男子体重別
北海道今井道場 桂川　凌征 男 18北海道軽量4位 2018/11/25 中1男子体重別
武心剛術会 川村　太一 男 18北海道重量選抜1 2018/11/25 中1男子体重別
極真北海道今井 齊藤　太一 男 18北海道重量選抜2 2018/11/25 中1男子体重別
千山道場 山本　悠釉 男 18全福井重量1位 2018/12/16 中1男子体重別
極真福井 辻野　生希 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 中1男子体重別
拳聖会 野関　直弥 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 中1男子体重別
武奨館吉村 堀田　陸 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 中1男子体重別
拳悠会 柿本　雄亮 男 18全福井重量選抜1 2018/12/16 中1男子体重別
士然塾 内藤　京介 男 18全福井重量選抜2 2018/12/16 中1男子体重別
士衛塾総本部 荒　義隆 男 19全国軽量1位 2019/5/26 中1男子体重別
武立会館 平林　堅心 男 19全国重量1位 2019/5/26 中1男子体重別
極真福島安斎 鈴木　斗大 男 19全国重量2位 2019/5/26 中1男子体重別
KWF極真千葉 吹野　晏士 男 19全国軽量選抜3 2019/5/26 中1男子体重別
桜琳塾 大野　優心 男 19全国重量選抜4 2019/5/26 中1男子体重別
士衛塾総本部 西山　柚月 男 19全関東軽量2位 2019/6/2 中1男子体重別
桜琳塾 清水　碧韻 男 19全関東軽量3位 2019/6/2 中1男子体重別
極真埼玉木村 網野　佑斗 男 19全関東軽量4位 2019/6/2 中1男子体重別
魂心舘 汐田　優希 男 19広島軽量1位 2019/6/16 中1男子体重別
勇心会館 小谷　将真 男 19広島重量1位 2019/6/16 中1男子体重別
魂心舘 友野　秀哉 男 19広島軽量選抜1 2019/6/16 中1男子体重別
極真広島岡田 中藤　健裕 男 19広島軽量選抜2 2019/6/16 中1男子体重別
水滸會無限塾 蠣崎　莉匡 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量1位 2019/6/23 中1男子体重別
士衛塾石川 渡辺　龍輝 男 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 中1男子体重別
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神武館 遠藤　壱晟 男 19朱鷺重量2位 2019/6/30 中1男子体重別
士衛塾宮城 高橋　悠矢 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 中1男子体重別
真樹道場 井上　豪紀 男 19朱鷺重量選抜2 2019/6/30 中1男子体重別
極真拳武會岩田 杉岡　陽貴 男 19東京1位 2019/7/7 中1男子体重別
極真城東新小岩 山本　幸典 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 中1男子体重別
極真拳武會大井町 中澤　拓海 男 19東京軽量選抜1 2019/7/7 中1男子体重別
士衛塾新潟 安西　亮 男 19福島軽量2位 2019/7/7 中1男子体重別
松島空手道場 菅原　青空 男 19福島重量2位 2019/7/7 中1男子体重別
白蓮山形 齋藤　愛斗 男 19福島軽量3位 2019/7/7 中1男子体重別
波立塾 久志田　剣 男 19福島重量3位 2019/7/7 中1男子体重別
泉塾 一条　虎汰郎 男 19福島軽量4位 2019/7/7 中1男子体重別
白蓮山形 近藤　春玖 男 19福島推薦 2019/7/7 中1男子体重別
芦原会館東北 相楽　匠皇 男 19福島推薦 2019/7/7 中1男子体重別
極真福井 杉本　開輝 男 19北陸軽量1位 2019/8/11 中1男子体重別
極真尾張名古屋 瀬藤　厳太 男 19北陸重量1位 2019/8/11 中1男子体重別
大東流 川口　仁佑煕 男 19北陸軽量2位 2019/8/11 中1男子体重別
光山会 飯尾　梨頭夢 男 18全日本重量1位 2018/10/14 中2男子体重別
極真埼玉木村 野崎　凛太 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 中2男子体重別
極真栃木 黒須　大智 男 18全日本重量2位 2018/10/14 中2男子体重別
吉田塾 今関　龍太 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 中2男子体重別
KWF極真千葉 吉田　渓人 男 18全日本軽量3位 2018/10/14 中2男子体重別
極真拳武會岩田 須鎗　海羅 男 18全日本重量3位 2018/10/14 中2男子体重別
極真館埼玉西 矢作　翼 男 18全日本軽量4位 2018/10/14 中2男子体重別
士衛塾総本部 斉藤　快浬 男 18全日本重量4位 2018/10/14 中2男子体重別
極真埼玉木村 佐久間　大翔 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 中2男子体重別
北峰会 永井　彗星 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 中2男子体重別
武立会館 佐藤　春樹 男 18神奈川軽量2位 2018/10/14 中2男子体重別
極真千葉小嶋 舩木　啓都 男 18神奈川選抜 2018/10/14 中2男子体重別
水滸會無限塾 木村　岳斗 男 18北海道重量2位 2018/11/25 中2男子体重別
極真北海道今井 河合　悠凌 男 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 中2男子体重別
極真北海道今井 塚原　右大 男 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 中2男子体重別
極真福井髙橋 北嶋　寛大 男 18全福井重量1位 2018/12/16 中2男子体重別
極真浜井笠舞 小此内　捺芽 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 中2男子体重別
L.A.GYM藤田 越田　泰雅 男 18全福井重量2位 2018/12/16 中2男子体重別
極真福井髙橋 野村　春斗 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 中2男子体重別
極真石川竹吉 遠藤　大羅 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 中2男子体重別
極真福井 大久保　海晴 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 中2男子体重別
極真福井 大谷　竜昇 男 18全福井重量選抜1 2018/12/16 中2男子体重別
極真福井八木 山田　光輝 男 18全福井重量選抜2 2018/12/16 中2男子体重別
飛馬道場 加藤　幸芽 男 19全国重量1位 2019/5/26 中2男子体重別
SKC武心館 伊柳　遥翔 男 19全国軽量2位 2019/5/26 中2男子体重別
極真拳武會菅野 末長　耕介 男 19全国重量選抜2 2019/5/26 中2男子体重別
光誠会 戸田　龍将 男 19全国軽量選抜3 2019/5/26 中2男子体重別
極真千葉小嶋 小野　修矢 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 中2男子体重別
芦原会館総本部 髙橋　惺哉 男 19広島重量1位 2019/6/16 中2男子体重別
勇心会館 長棹　成次郎 男 19広島軽量1位 2019/6/16 中2男子体重別
朱雀館 福岡　花火 男 19広島軽量選抜1 2019/6/16 中2男子体重別
勇心会館 今川　敬太 男 19広島重量選抜1 2019/6/16 中2男子体重別
明倫館 吉田　伊吹 男 19広島軽量選抜2 2019/6/16 中2男子体重別
水滸會無限塾 水野　隼 男 19北海道ｳｴｲﾄ制中量1位 2019/6/23 中2男子体重別
真結氣 工藤　将星 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量2位 2019/6/23 中2男子体重別
極真北海道今井 坂本　顚太 男 19北海道ｳｴｲﾄ制中量選抜1 2019/6/23 中2男子体重別
神武館 紺野　煌人 男 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 中2男子体重別
極真館埼玉県比企 戸井田　珊風 男 19朱鷺重量1位 2019/6/30 中2男子体重別
士衛塾新潟 小川　理貴 男 19朱鷺重量2位 2019/6/30 中2男子体重別
士衛塾新潟 高橋　海翔 男 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 中2男子体重別
士衛塾新潟 小林　龍ノ介 男 19朱鷺軽量3位 2019/6/30 中2男子体重別
士衛塾新潟 芹野　央空 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 中2男子体重別
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一狼塾 長濵　祐太 男 19東京軽量選抜1 2019/7/7 中2男子体重別
勇進会 大木　啓嗣 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 中2男子体重別
龍拳會 大井　鼓楓太 男 19東京軽量選抜2 2019/7/7 中2男子体重別
礼心会 石綿　元 男 19福島軽量1位 2019/7/7 中2男子体重別
至真会館 武田　優空 男 19福島重量1位 2019/7/7 中2男子体重別
松島空手道場 安倍　海翔 男 19福島軽量2位 2019/7/7 中2男子体重別
至真会館 大石　稜梧 男 19福島重量2位 2019/7/7 中2男子体重別
極真福島安斎 酒井　春人 男 19福島重量3位 2019/7/7 中2男子体重別
波立塾 小松　麗央 男 19福島軽量4位 2019/7/7 中2男子体重別
極真福島安斎 安斎　優翔 男 19福島推薦 2019/7/7 中2男子体重別
極真福島安斎 木村　凌太朗 男 19福島推薦 2019/7/7 中2男子体重別
武奨館吉村 福井　悠太 男 19北陸軽量2位 2019/8/11 中2男子体重別
拳悠会 大村　宙夢 男 19北陸選抜1 2019/8/11 中2男子体重別
KWF極真千葉 熱田　拓 男 18全日本重量2位 2018/10/14 中3男子体重別
白蓮近畿石橋 赤澤　優芽 男 18全日本軽量3位 2018/10/14 中3男子体重別
大鹿道場 大鹿　統毅 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 中3男子体重別
拳蹴武会中島 足立　大和 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 中3男子体重別
清凛館 岩口　大煌 男 18神奈川選抜 2018/10/14 中3男子体重別
水滸會無限塾 堤　響羽 男 18北海道中量1位 2018/11/25 中3男子体重別
極真北海道諸澤 神　海斗 男 18北海道中量2位 2018/11/25 中3男子体重別
最強塾 友井　勇晴 男 18北海道重量選抜1 2018/11/25 中3男子体重別
最強塾 木戸　翔太 男 18北海道重量選抜2 2018/11/25 中3男子体重別
嶋田塾 箸本　愛与 男 18全福井重量1位 2018/12/16 中3男子体重別
極真浜井石川 佃　玲偉 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 中3男子体重別
拳悠会 尾関　晶 男 18全福井軽量3位 2018/12/16 中3男子体重別
眞琉會 横山　達也 男 18全福井軽量4位 2018/12/16 中3男子体重別
眞琉會 坂田　大空 男 18全福井重量選抜1 2018/12/16 中3男子体重別
MAC本部 平川　翔大 男 19全国軽量1位 2019/5/26 中3男子体重別
吉田塾 金岡　陽大 男 19全国重量2位 2019/5/26 中3男子体重別
五十嵐道場 秋田　竜之介 男 19全国軽量選抜2 2019/5/26 中3男子体重別
極真宮城森 中村　笑太朗 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 中3男子体重別
勇進会 江口　勇太 男 19全国軽量選抜4 2019/5/26 中3男子体重別
極真拳武會さいたま浦和 紅谷　凱 男 19全関東軽量1位 2019/6/2 中3男子体重別
士衛塾総本部 西丸　黎 男 19全関東重量1位 2019/6/2 中3男子体重別
士衛塾山梨 望月　龍人 男 19全関東重量2位 2019/6/2 中3男子体重別
一狼塾 平塚　加央琉 男 19全関東重量3位 2019/6/2 中3男子体重別
士衛塾山梨 佐藤　佑星 男 19全関東重量4位 2019/6/2 中3男子体重別
極真水口 大森　靖之 男 19広島軽量1位 2019/6/16 中3男子体重別
勇心会館 矢吹　青空 男 19広島重量1位 2019/6/16 中3男子体重別
魂心舘 豊田　優 男 19広島軽量選抜1 2019/6/16 中3男子体重別
極真北海道今井 名取　心 男 19北海道ｳｴｲﾄ制軽量2位 2019/6/23 中3男子体重別
極真下町金町 加古　眞仁 男 19朱鷺軽量1位 2019/6/30 中3男子体重別
士衛塾石川 藤野　零大 男 19朱鷺軽量2位 2019/6/30 中3男子体重別
極真館栃木茨城 吉田　健太郎 男 19朱鷺重量2位 2019/6/30 中3男子体重別
神武館 紺野　愛翔 男 19朱鷺重量3位 2019/6/30 中3男子体重別
覇心塾 大川　鼓太朗 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 中3男子体重別
神武館 渡邉　和哉 男 19福島重量2位 2019/7/7 中3男子体重別
至真会館 芦野　悠真 男 19福島重量3位 2019/7/7 中3男子体重別
至真会館 小関　風舞 男 19福島重量4位 2019/7/7 中3男子体重別
極真福島安斎 猪俣　惇史 男 19福島推薦 2019/7/7 中3男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 細矢　秀太 男 18全日本重量1位 2018/10/14 高1男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 山口　叶和 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 高1男子体重別
拳友会中山 秋山　蓮 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 高1男子体重別
拳友会中山 渡邉　廣 男 18全日本重量3位 2018/10/14 高1男子体重別
極真宮城森 八谷　昌輝 男 18全日本重量4位 2018/10/14 高1男子体重別
KWF極真千葉 永嶋　樹 男 18全日本軽量4位 2018/10/14 高1男子体重別
拳蹴武会中島 﨑山　翔 男 18神奈川軽量1位 2018/10/14 高1男子体重別
SKC武心館 阿部　和真 男 18神奈川選抜 2018/10/14 高1男子体重別
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極真北海道今井 高橋　輝 男 18北海道軽量1位 2018/11/25 高1男子体重別
極真北海道今井 神山　侑季 男 18北海道重量1位 2018/11/25 高1男子体重別
極真北海道今井 佐藤　芳哉 男 18北海道軽量2位 2018/11/25 高1男子体重別
極真北海道今井 川久保　剣心 男 18北海道中量3位 2018/11/25 高1男子体重別
極真北海道今井 岩﨑　青空 男 18北海道中量4位 2018/11/25 高1男子体重別
大心館 葛谷　海人 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 高1男子体重別
西湘大井ジム 皆本　丈 男 19全国軽量1位 2019/5/26 高1男子体重別
北峰会 五十嵐　慶翔 男 19全国軽量選抜2 2019/5/26 高1男子体重別
拳蹴武会中島 山口　祐摩 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 高1男子体重別
勇進会 林　龍之介 男 19全国重量選抜4 2019/5/26 高1男子体重別
極真拳武會さいたま浦和 木村　遼大 男 19全関東軽量1位 2019/6/2 高1男子体重別
極真東京浜井 田中　大翔 男 19全関東重量1位 2019/6/2 高1男子体重別
士衛塾総本部 斉藤　瑠那 男 19全関東軽量選抜2 2019/6/2 高1男子体重別
極真宮城森 小林　直生 男 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 高1男子体重別
志成館 猿川　拓夢 男 19広島軽量1位 2019/6/16 高1男子体重別
水滸會丈夫塾 三神　孝太 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量1位 2019/6/23 高1男子体重別
士衛塾新潟 西巻　来人 男 19朱鷺1位 2019/6/30 高1男子体重別
ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 小林　良輔 男 19東京重量1位 2019/7/7 高1男子体重別
KWF極真千葉 熱田　怜 男 19東京軽量1位 2019/7/7 高1男子体重別
極真埼玉木村 田中　蔵之介 男 19東京重量選抜1 2019/7/7 高1男子体重別
MAC東京江戸川 深谷　龍之介 男 19東京軽量選抜1 2019/7/7 高1男子体重別
武奨館吉村 福井　啓太 男 19北陸選抜1 2019/8/11 高1男子体重別
武奨館吉村 安斉　俊人 男 19北陸選抜1 2019/8/11 高1男子体重別
士衛塾総本部 足立　蓮 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 高2男子体重別
士衛塾総本部 五十嵐　充 男 18全日本重量1位 2018/10/14 高2男子体重別
顕正会館 酒井　颯太 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 高2男子体重別
義和流拳法 榊原　朋毅 男 18全日本重量2位 2018/10/14 高2男子体重別
義和流拳法 丸山　将悟 男 18全日本重量選抜1 2018/10/14 高2男子体重別
勇心会館 村上　廉 男 18全日本重量選抜1 2018/10/14 高2男子体重別
極真北海道今井 佐藤　泰人 男 18全日本軽量選抜2 2018/10/14 高2男子体重別
士衛塾総本部 佐久間　凱 男 18全日本重量選抜2 2018/10/14 高2男子体重別
極真千葉五常中川 伊藤　勇人 男 18神奈川重量1位 2018/10/14 高2男子体重別
極真北海道今井 今井　榛空 男 18北海道中量1位 2018/11/25 高2男子体重別
極真北海道今井 関口　幸佑 男 18北海道軽量1位 2018/11/25 高2男子体重別
極真北海道今井 鈴木　志佳 男 18北海道軽量選抜1 2018/11/25 高2男子体重別
極真北海道今井 鈴木　快都 男 18北海道軽量選抜2 2018/11/25 高2男子体重別
嶋田塾 箸本　雄大 男 18全福井重量1位 2018/12/16 高2男子体重別
極真福井 中村　練 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 高2男子体重別
極真福井髙橋 前田　翔太 男 18全福井軽量2位 2018/12/16 高2男子体重別
拳悠会 矢野　明心 男 18全福井重量選抜1 2018/12/16 高2男子体重別
矢郷道場 五十嵐　奏思 男 18全福井軽量選抜1 2018/12/16 高2男子体重別
極真福井 下迫　禎騎 男 18全福井軽量選抜2 2018/12/16 高2男子体重別
KWF極真千葉 福永　匠真 男 19全国重量1位 2019/5/26 高2男子体重別
拳友会国際総本部 増田　流星 男 19全国軽量1位 2019/5/26 高2男子体重別
極真宮城森 小野　航河 男 19全国軽量選抜2 2019/5/26 高2男子体重別
五十嵐道場 小嵜　太陽 男 19全国重量選抜2 2019/5/26 高2男子体重別
極真下町金町 米田　連也 男 19全国重量選抜3 2019/5/26 高2男子体重別
KWF極真千葉 大多和　星也 男 19全国重量選抜4 2019/5/26 高2男子体重別
極真栃木大平 小林　陽人 男 19全関東軽量1位 2019/6/2 高2男子体重別
芦原会館東北 古川　翔成 男 19全関東軽量選抜3 2019/6/2 高2男子体重別
極真東京浜井 田中　颯 男 19全関東重量選抜3 2019/6/2 高2男子体重別
極真埼玉木村 今村　大和 男 19全関東重量選抜4 2019/6/2 高2男子体重別
勇心会館 博多　撤平 男 19広島軽量1位 2019/6/16 高2男子体重別
光雲塾 下小鶴　流 男 19広島軽量選抜1 2019/6/16 高2男子体重別
拳流会館 関根　光輝 男 19北海道ｳｴｲﾄ制重量選抜1 2019/6/23 高2男子体重別
琢磨会 佐藤　優多 男 19朱鷺重量選抜1 2019/6/30 高2男子体重別
士衛塾石川 加藤　玄士郎 男 19朱鷺重量選抜2 2019/6/30 高2男子体重別
神武館 紺野　北斗 男 19福島重量1位 2019/7/7 高2男子体重別
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至真会館 武田　日向 男 19福島重量2位 2019/7/7 高2男子体重別
極真栃木真岡 齋藤　幸哉 男 19福島重量3位 2019/7/7 高2男子体重別
KWF極真千葉 永嶋　克成 男 18全日本軽量1位 2018/10/14 高3男子体重別
北海道格斗ｸﾗﾌﾞ 高橋　竜昂 男 18全日本軽量2位 2018/10/14 高3男子体重別
至真会館 佐藤　向 男 18全日本重量2位 2018/10/14 高3男子体重別
拳友会中山 木村　麟 男 18全日本軽量選抜1 2018/10/14 高3男子体重別
極真拳武會岩田 関口　遼 男 18全日本軽量選抜2 2018/10/14 高3男子体重別
極真埼玉木村 棟方　颯人 男 18全日本重量選抜2 2018/10/14 高3男子体重別
極真北海道今井 高橋　遼 男 18北海道中量選抜1 2018/11/25 高3男子体重別
極真静岡木島 鳥居　寛司 男 18全福井軽量1位 2018/12/16 高3男子体重別
極真福井 岡本　恭弥 男 18全福井重量1位 2018/12/16 高3男子体重別
極真福井髙橋 加藤　翼 男 18全福井軽量選抜1 2018/12/16 高3男子体重別
空柔館 清水　空河 男 18全福井重量選抜1 2018/12/16 高3男子体重別
創拳塾 森下　聖 男 18全福井軽量選抜2 2018/12/16 高3男子体重別
MAC西袋 福田　汐音 男 19全国軽量1位 2019/5/26 高3男子体重別
拳蹴武会中島 足立　大地 男 19全国重量1位 2019/5/26 高3男子体重別
SKC武心館 武半　耕周 男 19全国重量選抜2 2019/5/26 高3男子体重別
誠心会 菊池　悠斗 男 19全国軽量選抜3 2019/5/26 高3男子体重別
波立塾 志賀　幸弘 男 19全関東重量2位 2019/6/2 高3男子体重別


