
階級 順位 ゼッケン 名前 地区名 所属道場
小1 優勝 20 田中　健 関東 KWF極真
小1 準優勝 1 由井　嶺海 北陸 北晋寺西道場
小1 3位 10 荒井　ひめ乃 関東 拳友会
小1 3位 15 土田　翔生 北陸 二塚道場
小2 優勝 32 豊田　涼介 関東 極真栃木大田原
小2 準優勝 34 古屋　克樹 関東 KWF極真
小2 3位 22 増田　圭亮 関東 KWF極真
小2 3位 41 鈴木　慶 北陸 極真浜井吉村
小3 優勝 45 八谷　昌輝 東北 極真宮城
小3 準優勝 78 田中　勇利 関東 KWF極真
小3 3位 55 小沼　瑞祈 関東 拳友会
小3 3位 63 秋山　蓮 関東 拳友会
小4女子 優勝 88 児玉　亜瑞 関西 東道場
小4女子 準優勝 79 鈴木　美海 東北 松島空手道場
小4男子 優勝 119 高橋　良朋 関東 極真栃木大平
小4男子 準優勝 103 小滝　蔵人 中部 西山道場
小4男子 3位 91 堂田　一斗 北陸 極真浜井羽場章
小4男子 3位 112 榊原　朋毅 関東 義和流拳法
小5女子 優勝 124 粂川　美空 関東 極真栃木大平
小5女子 準優勝 130 髙瀬　氣穂 関東 極真栃木真岡
小5男子40未満 優勝 147 青木　凌翔 関東 極真栃木大田原
小5男子40未満 準優勝 135 原　鉄馬 関東 極真神奈川座間
小5男子40未満 3位 132 永嶋　克成 関東 KWF極真
小5男子40未満 3位 141 張間　真幸 関東 KWF極真
小5男子40以上 優勝 152 菊地　諄弥 関東 KWF極真
小5男子40以上 準優勝 157 足立　大地 関東 KWF極真
小6女子 優勝 170 樋口　梨乃 関東 勇志会
小6女子 準優勝 163 中薗　綾乃 関東 KWF極真
小6男子43未満 優勝 171 松本　龍太 北陸 極真浜井吉村
小6男子43未満 準優勝 182 清水　丈太郎 関東 勇志会
小6男子43未満 3位 178 加茂　直樹 関東 義和流拳法
小6男子43未満 3位 188 浜田　祐太郎 関東 西山道場
小6男子43以上 優勝 189 栁澤　侑哉 関東 渡邊道場
小6男子43以上 準優勝 202 田口　裕雅 関東 極真栃木佐野
中学女子45未満 優勝 203 中村　あみ 北陸 拳武塾
中学女子45未満 準優勝 211 長谷川　由海 関東 KWF極真
中学女子55未満 優勝 220 熊谷　亜美 関東 西山道場
中学女子55未満 準優勝 213 髙木　琴伽 関東 極真城東高砂
中学女子55以上 優勝 223 和田　小梅 関東 極真栃木佐野
中1男子47未満 優勝 236 森　且貴 関東 武心塾カラテ
中1男子47未満 準優勝 229 関口　勝大 関東 MAC本部
中1男子47以上 優勝 245 増田　源太郎 関東 極真神奈川港北
中1男子47以上 準優勝 240 福田　勝紀 関東 極真栃木真岡
中2-3男子53未満 優勝 246 大野　篤貴 北陸 極真浜井竹田
中2-3男子53未満 準優勝 255 池田　翔哉 北陸 極真浜井竹田
中2-3男子53以上 優勝 266 星　龍之介 関東 極真埼玉木村
中2-3男子53以上 準優勝 259 新田　紘也 北陸 拳武塾
女子軽量級 優勝 271 佐藤　エリカ 関東 KWF極真
女子中量級 優勝 275 秋山　優女 関東 秋山道場
U18軽量級 優勝 283 澤栗　光輝 関東 武心塾
U18軽量級 準優勝 279 加藤　拓弥 関東 武心塾
U18重量級 優勝 284 曲師　克哉 関東 極真城南武蔵小山
ﾏｽﾀｰｽﾞ中量級 優勝 292 尾谷　誠 関東 極真城東新小岩
ﾏｽﾀｰｽﾞ重量級 優勝 297 河手　彰則 中国 極眞會
ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ重量級 優勝 299 今福　博幸 関東 武心塾
一般男子軽量級 優勝 304 平山　一成 関東 極真城東高砂
一般男子軽量級 準優勝 309 木下　毅顕 関東 武心塾
一般男子軽量級 3位 305 遠藤　紘史 関東 西山道場
一般男子中量級 優勝 310 Victor　Teixeira 海外 極真オランダ
一般男子中量級 準優勝 317 中島　清貴 関東 極真城南田町
一般男子中量級 3位 314 渡辺　優 関東 西山道場
一般男子重量級 優勝 321 内藤　智之 北陸 極真福井
一般男子重量級 準優勝 323 金原　正和 関東 極真神奈川座間
一般男子重量級 3位 324 久保田　和生 関東 昭武館


