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極真神奈川座間 野中　義一 男 22東京選抜1位 7 小1
極真城南武蔵小山 富澤　流風 女 22東京選抜 7 小1
極真福島安斎 小林　椋 男 23新潟選抜 小1
極真下町金町 堀内　心晴 女 22国際1位 7 小2
極真城西方南 吉澤　沙紀 女 22国際2位 8 小2
極真下町金町 佐藤　竜弥 男 22国際3 7 小2
極真城南武蔵小山 三田村　千尋 女 22国際4 8 小2
松島空手道場 千葉　久梨乃 女 23新潟選抜 7 小2
KWF極真千葉 成田　龍伍 男 23東日本選抜 7 小2
極真礼心會 計良　芽汲 男 23東日本選抜 8 小2
極真福井髙橋 吉岡　博叶 男 23福井5位 8 小2
士衛塾新潟 西脇　美遥 女 22福島1位 8 小3
神武館 川口　紗羽 女 22福島2位 8 小3
會士館 二瓶　遥真 女 22福島3位 小3
極真東京川端 鈴木　唯花 女 22国際1位 9 小3
極真東京川端 大塚　璃子 女 22国際2位 9 小3
極真礼心會 中田　尊 男 22国際3 8 小3
極真神奈川港北 横溝　駿太 男 22国際4 8 小3
極真城南武蔵小山 富澤　莉菜 女 22東京選抜1位 9 小3
極真城東平和橋 金城　聖也 男 22東京選抜2位 8 小3
極真栃木大田原 諏佐　光紀 男 22栃木1位 8 小3
極真栃木益子 豊田　奈桜 女 22栃木2位 9 小3
松島空手道場 千葉　琉之郎 男 23新潟1位 9 小3
士衛塾新潟 丸山　栞和 女 23新潟3位 小3
尚道館 関沼　詠司 男 23新潟4位 小3
松島空手道場 赤間　陽向 男 23新潟選抜 小3
極真下町金町 髙橋　大志 男 23東日本1位 8 小3
極真埼玉今井 佐賀　真心 女 23東日本2位 8 小3
極真城西方南 畑山　桐人 男 23東日本3位 9 小3
極真下町金町 三原　孝継 男 23東日本4位 9 小3
武奨館吉村 坂森　海仁 男 23福井2位 8 小3
武奨館吉村 山岡　叶和 男 23福井3位 8 小3
極真福井 坪田　康佑 男 23福井4位 8 小3
極真福島安斎 横田　瑠紀 男 22福島選抜 9 小4
士衛塾新潟 荻井　俊弥 男 22福島選抜 小4
如水会館 小池　星姫 女 22広島1位 9 小4
如水会館 官　陸翔 男 22広島2位 9 小4
極真下町金町 堀内　柑菜 女 22国際1位 10 小4
世界闘英館 水上　宗祐 男 22国際2位 9 小4
極真城西方南 吉澤　崇太朗 男 22国際3 10 小4
極真福井 野﨑　陽介 男 22国際4 9 小4
極真下町金町 網代　充弘 男 22東京選抜1位 9 小4
極真神奈川座間 内藤　楓二 男 22東京選抜 9 小4
極真栃木大田原 船山　結菜 女 22栃木1位 10 小4
士衛塾新潟 佐藤　航大 男 23新潟2位 小4
理心館 有田　皐誠 男 23新潟選抜 小4
武奨館吉村 山崎　旦陽 男 23新潟選抜 小4
極真下町金町 酒井　優希 女 23東日本4位 9 小4
KWF極真千葉 井口　大和 男 23東日本選抜 9 小4
極真下町金町 中條　恵護 男 23東日本選抜 9 小4
世界闘英館 平田　結愛 女 23東日本選抜 9 小4
極真福井 西部　愛華 女 23福井2位 10 小4
極真福井 澤田　柊真 男 23福井3位 9 小4
武奨館吉村 桶川　英士 男 23福井6位 9 小4
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極真北海道今井 田中　仁唯 男 23北海道1位 9 小4
志成館 國廣　紫乃 女 22広島1位 10 小5女子
勇気会 山崎　朱璃 女 22広島2位 10 小5女子
尚道館 山崎　詩月 女 22国際1位 10 小5女子
極真礼心會 渡辺　未琉 女 22東京選抜 11 小5女子
極真東京川端 片山　樹里 女 23東日本1位 10 小5女子
極真愛知石川 舟橋　芹梨 女 23東日本2位 11 小5女子
マリー空手クラブ 堀田　ルル那 女 23東日本3位 11 小5女子
極真埼玉今井 森川　心暖 女 23東日本選抜 10 小5女子
極真石川竹吉 角谷　悠莉 女 23福井2位 10 小5女子
極真福島安斎 小林　葵 男 22福島1位 10 小5男子
極真福島安斎 鈴木 結陽 男 22福島2位 11 小5男子
極真山形田畑 五十嵐　治人 男 22福島3位 11 小5男子
極真福島安斎 北条　結規 男 22福島3位 小5男子
極真礼心會 大谷　楓真 男 22国際2位 10 小5男子
極真下町金町 新矢　羽空丸 男 22国際3 10 小5男子
拳友会国際総本部 渡邉　仁 男 22国際4 11 小5男子
極真礼心會 青山　泰士 男 22東京選抜1位 11 小5男子
極真城西方南 河野　一樹 男 22東京選抜 10 小5男子
極真栃木大平 道山　海斗 男 22栃木1位 10 小5男子
極真栃木益子 小口　璃旺人 男 22栃木2位 10 小5男子
士衛塾山梨 川中　椋仁 男 23新潟1位 10 小5男子
士衛塾山梨 宮下　琉汰 男 23新潟2位 10 小5男子
松島空手道場 相原　宗一郎 男 23新潟選抜 10 小5男子
士衛塾山梨 野村　栄人 男 23新潟選抜 10 小5男子
極真下町金町 斉藤　魁里 男 23東日本3位 11 小5男子
栃木川島道場 笠原　裕貴 男 23東日本選抜 11 小5男子
極真城東平和橋 小塚　琉義 男 23東日本選抜 11 小5男子
極真下町金町 手塚　政太 男 23東日本選抜 10 小5男子
極真福井 内山　凱斗 男 23福井1位 10 小5男子
極真福井 道浦　陽真 男 23福井2位 10 小5男子
神武館 樋口　京花 女 22福島3位 11 小6女子
會士館 清野　叶愛 女 22福島選抜 11 小6女子
志誠館 石田　千洋 女 22広島1位 11 小6女子
志誠館 五味　菜々子 女 22広島2位 11 小6女子
志成館 花畑　杏凪 女 22国際1位 12 小6女子
極真宮城北杜塾 阿部　葉月 女 22国際2位 11 小6女子
極真城西方南 須藤　紅緒 女 22国際3 12 小6女子
極真福井 野﨑　優那 女 22国際4 12 小6女子
極真埼玉今井 野田　すず 女 23新潟選抜 11 小6女子
極真福井 田邊　玲衣 女 23福井2位 12 小6女子
極真北海道今井 岩﨑　結香 女 23北海道2位 11 小6女子
極真福島安斎 橋本　大和 男 22福島3位 11 小6男子
極真下町金町 多良間　信公 男 22国際1位 11 小6男子
極真福井 澤田　慶真 男 22国際2位 11 小6男子
世界闘英館 高山　陽登 男 22国際3 11 小6男子
極真福島安斎 五十嵐　叶 男 22国際4 12 小6男子
極真城西方南 藤原　絆吏 男 22東京選抜2位 11 小6男子
極真城西方南 池田　結人 男 22東京選抜 11 小6男子
極真栃木清原台 山本　倫太朗 男 22栃木1位 11 小6男子
極真栃木佐野 大﨑　翔花 男 22栃木2位 12 小6男子
神武館 松尾　湊太 男 23新潟2位 小6男子
武奨館吉村 浜田　伊槻 男 23新潟3位 小6男子
尚道館 佐伯　好誠 男 23新潟4位 小6男子
理心館 和多田　陽友 男 23新潟選抜 小6男子
KWF極真千葉 吉野　空翔 男 23東日本2位 11 小6男子
MAC横浜仲町台 松本　直太郎 男 23東日本3位 11 小6男子
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MAC横浜仲町台 梶村　春文 男 23東日本4位 11 小6男子
極真下町金町 築山　蒼太 男 23東日本5位 11 小6男子
極真福井 山﨑　大誠 男 23福井3位 11 小6男子
武奨館吉村 秋田　透槙 男 23福井4位 11 小6男子
極真福井 髙島　龍馬 男 23福井5位 12 小6男子
極真福井 村田　皓星 男 23福井6位 12 小6男子
極真北海道今井 鉢呂　皇牙 男 23北海道1位 12 小6男子
極真北海道今井 佐藤　柊 男 23北海道選抜 11 小6男子
極真北海道今井 大和田　湊 男 23北海道選抜 11 小6男子
神武館 齋藤　心梛 女 22福島2位 12 中1女子
極真福島安斎 安齋　結月 女 22福島3位 中1女子
志誠館 石田　樹美華 女 22広島1位 13 中1女子
真武會 小野　美桜里 女 22広島2位 13 中1女子
志成館 石岡　優音 女 22国際1位 13 中1女子
MAC本部 古林　華 女 22国際2位 12 中1女子
極真栃木 亀山　紗那 女 22国際3 12 中1女子
極真礼心會 髙橋　優円 女 22国際4 13 中1女子
武奨館吉村 喜佐　那緒 女 23新潟選抜 12 中1女子
極真礼心會 計良　あゐる 女 23東日本2位 12 中1女子
極真下町金町 松本　樹奈 女 23東日本選抜 12 中1女子
武奨館吉村 後藤　かれん 女 23福井2位 12 中1女子
士衛塾新潟 関　大義 男 22福島1位 13 中1男子
至真会館 三浦　空大 男 22福島2位 12 中1男子
士衛塾新潟 青栁　佑汰 男 22福島3位 12 中1男子
會士館 目黒　心温 男 22福島3位 13 中1男子
極真下町金町 小関　優心 男 22国際1位 12 中1男子
極真下町金町 加古　翔稀 男 22国際2位 12 中1男子
極真礼心會 寉岡　修汰 男 22国際3 13 中1男子
極真千葉五常中川 大藤　陽生 男 22国際4 13 中1男子
和塾 岡川　恵士 男 22東京選抜2位 12 中1男子
極真城南武蔵小山 佐藤　玲王 男 22東京選抜 12 中1男子
極真栃木 荒川　獅恩 男 22栃木1位 12 中1男子
極真栃木真岡 小森　悠世 男 22栃木2位 12 中1男子
尚道館 高畑　佑丞 男 23新潟3位 12 中1男子
尚道館 関沼　慶悟 男 23新潟4位 中1男子
士衛塾新潟 丸山　慧大 男 23新潟選抜 12 中1男子
極真秋田安斎 西村　裕真 男 23新潟選抜 中1男子
極真神奈川秦野 渡辺　桜貴 男 23東日本3位 13 中1男子
極真下町金町 島田　龍汰 男 23東日本6位 13 中1男子
士衛塾新潟 水野　陽智 男 23東日本選抜 12 中1男子
KWF極真千葉 成田　子龍 男 23東日本選抜 12 中1男子
極真福井 山野　世救人 男 23福井2位 12 中1男子
極真福井 道浦　慶太 男 23福井6位 12 中1男子
極真福井 田辺　一颯 男 23福井7位 13 中1男子
極真石川中島 寺田　翔琥 男 23福井8位 13 中1男子
極真北海道今井 跡治　煌太 男 23北海道1位 13 中1男子
極真北海道今井 道下　誠太郎 男 23北海道2位 13 中1男子
極真北海道今井 藤森　大斗 男 23北海道選抜 13 中1男子
FKC輝心会 佐藤　ほなみ 女 22福島3位 13 中2・3女子
神武館 遠藤　優衣 女 22福島3位 14 中2・3女子
極真福島安斎 清水　理子 女 22福島選抜 13 中2・3女子
極真山形田畑 岸　華帆 女 22福島選抜 15 中2・3女子
遂心塾 平原　輝 女 22広島1位 13 中2・3女子
勇気会 山崎　悠月 女 22広島2位 13 中2・3女子
尚道館 藤井　理央 女 22国際1位 13 中2・3女子
世界闘英館 泉田　心渚 女 22国際2位 14 中2・3女子
極真下町金町 加古　琴心 女 22国際2位 14 中2・3女子
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極真栃木真岡 小森　絢音 女 22国際3 14 中2・3女子
武奨館吉村 有澤　琉衣 女 22国際3 15 中2・3女子
武奨館吉村 日尾　心優 女 22国際4 14 中2・3女子
士衛塾新潟 西脇　成海 女 22国際4 13 中2・3女子
極真礼心會 大谷　千冬 女 22東京選抜1位 13 中2・3女子
尚道館 齊藤　万結衣 女 23新潟選抜 14 中2・3女子
マリー空手クラブ 加藤　夢宙 女 23東日本2位 14 中2・3女子
極真東京川端 吉留　璃海 女 23東日本3位 14 中2・3女子
マリー空手クラブ 榊原　咲羽 女 23東日本4位 14 中2・3女子
極真下町金町 金田　明里 女 23東日本選抜 14 中2・3女子
極真福井 明城　結朱 女 23福井3位 14 中2・3女子
武奨館吉村 中田　春妃 女 23福井4位 14 中2・3女子
極真北海道今井 酒井　碧奈 女 23北海道1位 14 中2・3女子
極真北海道今井 川村　輝月 女 23北海道2位 14 中2・3女子
極真北海道今井 佐々木　里桜 女 23北海道選抜 13 中2・3女子
極真福島安斎 安斎　錬 男 22福島3位 13 中2・3男子
極真栃木 亀山　翔太 男 22福島3位 14 中2・3男子
極真山形田畑 茨木　優志 男 22福島選抜 中2・3男子
神武館 戸屋　太吾 男 22福島選抜 14 中2・3男子
志成館 中島　啓太 男 22広島1位 15 中2・3男子
尚道館 山崎　龍之介 男 22国際1位 14 中2・3男子
極真下町金町 只野　虎太郎 男 22国際1位 13 中2・3男子
極真千葉五常中川 花田　清仁 男 22国際2位 13 中2・3男子
尚道館 上滝　悠史 男 22国際3 13 中2・3男子
神武館 戸屋　絆 男 22国際3 14 中2・3男子
極真宮城北杜塾 阿部　寿郎 男 22国際4 13 中2・3男子
極真栃木 酒巻　奏大 男 22国際4 14 中2・3男子
極真城南武蔵小山 有井　澄海 男 22東京選抜 14 中2・3男子
極真下町金町 折原　寧紀 男 22東京選抜 13 中2・3男子
極真栃木真岡 吉田　大我 男 22栃木1位 13 中2・3男子
極真栃木 林　寿陽 男 22栃木3位 13 中2・3男子
士衛塾新潟 矢岸　頼知 男 23新潟1位 13 中2・3男子
尚道館 佐藤　奨悟 男 23新潟選抜 13 中2・3男子
士衛塾山梨 宮下　聖矢 男 23新潟選抜 14 中2・3男子
極真下町金町 斉藤　颯我 男 23東日本5位 13 中2・3男子
極真栃木 灰野　琳太郎 男 23東日本7位 13 中2・3男子
マリー空手クラブ 久保　結希 男 23東日本選抜 14 中2・3男子

極真礼心會 山崎　慈明 男 23東日本選抜 13 中2・3男子

盟武会木下道場 濵谷　悠玄 男 23福井5位 15 中2・3男子
極真福井 上坂　芯 男 23福井7位 14 中2・3男子
極真北海道今井 安田　旬輝 男 23北海道選抜 14 中2・3男子
極真山形田畑 岸　香織 女 22福島2位 シニア女子
武奨館吉村 日尾　雅美 女 22国際1位 53 シニア女子
極真礼心會 小野　美紀 女 22国際2位 53 シニア女子
極真横浜田中 堀口　奈緒子 女 22国際3 54 シニア女子
極真神奈川港北 木村　佐知子 女 22国際4 52 シニア女子
士衛塾山梨 中村　仁実 女 23新潟選抜 49 シニア女子
講武館 山本　祐子 女 23福井2位 64 シニア女子
極真礼心會 若林　恵子 女 22国際1位 46 マスター女子
極真横浜田中 笹井　陽子 女 22国際2位 46 マスター女子
極真城西方南 新田　あゆか 女 22国際3 47 マスター女子
極真神奈川港北 金井　千恵 女 22国際4 48 マスター女子
極真神奈川港北 鮫島　千秋 女 22東京選抜2位 46 マスター女子
極真神奈川港北 伊藤　広美 女 22東京選抜 48 マスター女子
極真礼心會 宇田川　佐和子 女 23東日本選抜 50 マスター女子
KWF極真千葉 前田　彩 女 23東日本選抜 41 マスター女子
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極真神奈川座間 内田　幸雄 男 22国際1位 62 グランドシニア男子
極真城南武蔵小山 川田　孝一 男 22国際2位 69 グランドシニア男子
極真北海道今井 楢山　秀明 男 22国際3 72 グランドシニア男子
極真下町金町 藤崎　茂樹 男 22国際4 63 グランドシニア男子
極真東京川端 黒澤　光一 男 23東日本選抜 82 グランドシニア男子
極真福島安斎 長谷川　伸一 男 22福島1位 55 シニア男子
拳優会クラブ 熊田　明雄 男 22福島2位 57 シニア男子
KWF極真千葉 中村　幸一 男 22国際1位 51 シニア男子
極真横浜田中 羽田　哲也 男 22国際2位 51 シニア男子
極真横浜田中 荒　淳平 男 22国際3 55 シニア男子
極真神奈川座間 東　真巳 男 22国際4 52 シニア男子
極真神奈川港北 明石　剛之 男 22東京選抜2位 52 シニア男子
極真下町金町 大東　克彦 男 22東京選抜 54 シニア男子
士衛塾山梨 伊藤　龍吾 男 23新潟2位 55 シニア男子
松島空手道場 安倍　正明 男 23新潟選抜 シニア男子
正樹道場 金子　裕太 男 23東日本1位 56 シニア男子
極真神奈川座間 栗木　賢一 男 23東日本選抜 56 シニア男子
極真北海道今井 マテュウ　アニル 男 23北海道1位 61 シニア男子
極真北海道今井 佐藤　浩一 男 23北海道2位 61 シニア男子
極真北海道今井 長谷川　則幸 男 23北海道選抜 52 シニア男子
神武館 遠藤　富洋 男 22福島1位 41 マスター男子
極真福島安斎 内藤　聡司 男 22福島2位 44 マスター男子
極真福井 山田　英二 男 22国際1位 49 マスター男子
極真神奈川秦野 藤澤　賢一 男 22国際2位 49 マスター男子
極真福井 林　秀雄 男 22国際3 42 マスター男子
極真神奈川座間 宇山　洋平 男 22国際4 44 マスター男子
極真栃木 石川　浩治 男 22栃木1位 43 マスター男子
MAC東京江戸川 栗原　啓二 男 23東日本1位 48 マスター男子
極真千葉五常中川 野口　政信 男 23東日本選抜 39 マスター男子
極真礼心會 大橋　義則 男 23東日本選抜 58 マスター男子
武奨館吉村 村中　是孝 男 23福井1位 47 マスター男子
極真福井 手賀　晴信 男 23福井2位 48 マスター男子
士衛塾新潟 岡田　佳奈 女 22福島1位 16 一般女子
極真福島安斎 糸井川　愛華 女 22福島2位 一般女子
志誠館 冨山　莉奈 女 22広島1位 28 一般女子
志成館 鮫島　凜織 女 22広島2位 16 一般女子
極真神奈川港北 田中　亜子 女 22国際1位 16 一般女子
極真栃木 茂櫛　明 女 22国際1位 15 一般女子
KWF極真千葉 古川　日葵 女 22国際2位 17 一般女子
極真神奈川港北 前田　ののか 女 22国際3 19 一般女子
極真下町金町 広瀬　遥香 女 22国際4 16 一般女子
極真栃木 鈴木　凜果 女 22栃木1位 20 一般女子
極真栃木益子 長島　芽香 女 22栃木2位 15 一般女子
士衛塾新潟 加藤　らら 女 23新潟1位 25 一般女子
士衛塾山梨 金丸　優奈 女 23新潟選抜 21 一般女子
士衛塾山梨 藤巻　美琴 女 23新潟選抜 24 一般女子
極真下町金町 渡邊　朱莉 女 23東日本選抜 18 一般女子
武奨館吉村 木原　未夢 女 23福井1位 15 一般女子
武奨館吉村 中田　杷奈 女 23福井2位 16 一般女子
極真関西総本部 上野　蘭 女 23福井3位 21 一般女子
極真北海道今井 村上　心花 女 23北海道1位 16 一般女子
極真北海道今井 川合　未桜 女 23北海道選抜 16 一般女子
至真会館 三浦　由大 男 22福島1位 17 一般男子
極真宮城北杜塾 関井　涼介 男 22福島2位 17 一般男子
神武館 荒井　開成 男 22福島2位 15 一般男子
神武館 遠藤　壱晟 男 22福島3位 17 一般男子
極真山形田畑 岸　夏輝 男 22福島3位 16 一般男子
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士衛塾新潟 吉尾　晃大 男 22福島選抜 15 一般男子
極真岡山水口 赤木　利優 男 22広島2位 15 一般男子
極真下町金町 田中　亨 男 22国際1位 49 一般男子
マリー空手クラブ 榊原　七翔 男 22国際2位 15 一般男子
極真福井 田中　佑昌 男 22国際2位 18 一般男子
極真福井 中村　仁 男 22国際3位 17 一般男子
マリー空手クラブ 坂口　巧 男 22国際4 23 一般男子
極真栃木 茂櫛　晴 男 22栃木1位 17 一般男子
士衛塾新潟 桑原　憧 男 23新潟1位 一般男子
極真福井 大久保　海晴 男 23新潟選抜 17 一般男子
極真下町金町 武島　哲平 男 23東日本2位 15 一般男子
極真千葉五常中川 浜尾　友都 男 23東日本3位 25 一般男子
極真千葉五常中川 大藤　陽太 男 23東日本4位 18 一般男子
極真千葉五常中川 綱川　仁之助 男 23東日本選抜 16 一般男子
極真福井 岡本　恭弥 男 23福井6位 21 一般男子
マリー空手クラブ 浅野　悠介 男 23福井7位 18 一般男子
極真北海道今井 関口　幸佑 男 23北海道1位 21 一般男子
極真北海道今井 柾本　蒼太朗 男 23北海道2位 15 一般男子
極真北海道今井 名取　大気 男 23北海道選抜 20 一般男子


