
第5回極真CUP全日本大会　出場権獲得者

所属道場 名前 学年 代表権獲得大会名 大会日 出場階級

極真北海道高木 熊谷　壮悟 年長 12北海道準優勝 2012/9/16 小1

誠真塾 浜谷　玲玖 年長 12北海道選抜 2012/9/16 小1

誠真塾 蠣崎　莉匡 年長 12北海道選抜 2012/9/16 小1

極真北海道 神山　功大 年長 12北海道優勝 2012/9/16 小1

北晋寺西道場 由井　園海 年長 12神奈川優勝 2012/11/18 小1

勇進会 大場　孔揮 年長 12神奈川準優勝 2012/11/18 小1

極真浜井中島 水上　莉愛 年長 12全福井優勝 2012/12/2 小1

極真福井 辻野　生希 年長 12全福井3位 2012/12/2 小1

大道塾 赤崎　航 年長 12全福井3位 2012/12/2 小1

極真埼玉木村 笹目　勇斗 年長 13東京優勝 2013/3/16 小1

極真城東新小岩 吉野　龍弥 年長 13東京選抜 2013/3/16 小1

極真栃木大田原 田中　亜子 小1 13全国準優勝 2013/5/19 小1

極真館 笠谷　陸斗 小1 13全国優勝 2013/5/19 小1

勇進会 鵜沢　向日葵 小1 13全国3位 2013/5/19 小1

極真東京川端 瀧澤　勇仁 小1 13全関東選抜 2013/6/16 小1

拳友会 二関　優心 小1 13全関東準優勝 2013/6/16 小1

極真埼玉木村 田中　慎之介 小1 13全関東選抜 2013/6/16 小1

白蓮会館 槙　響己 小1 13北海道準優勝 2013/6/16 小1

極真北海道高木 玉木　紘道 小1 13北海道3位 2013/6/16 小1

輝道会館 藤岡　秀人 小1 13広島優勝 2013/6/16 小1

極真福岡 薦田　俐人 小1 13広島準優勝 2013/6/16 小1

極眞會 大森　聖菜 小1 13広島3位 2013/6/16 小1

魂心舘 三宅　琉生 小1 13広島4位 2013/6/16 小1

極真浜井吉村 丹羽　篤暉 小1 13北陸優勝 2013/7/15 小1

極真浜井吉村 池端　汐歩 小1 13北陸選抜 2013/7/15 小1

正拳会 小林　翔真 小1 13福島3位 2013/8/25 小1

極真安斎福島 鈴木　斗大 小1 13福島3位 2013/8/25 小1

極真北海道 引木　楽 小1 12北海道3位 2012/9/16 小2

極真北海道 青塚　彦太 小1 12北海道3位 2012/9/16 小2

極真北海道高木 田尾　豪利 小1 12北海道優勝 2012/9/16 小2

拳流会館 髙柳　恵樹 小1 12北海道準優勝 2012/9/16 小2

極真千葉 田中　健 小1 12全日本優勝 2012/10/7 小2

義和流拳法 東郷　新平 小1 12神奈川準優勝 2012/11/18 小2

北晋寺西道場 由井　嶺海 小1 12神奈川優勝 2012/11/18 小2

自然拳法二塚道場 土田　翔生 小1 12全福井3位 2012/12/2 小2

自然拳法二塚道場 廣木　真優 小1 12全福井優勝 2012/12/2 小2

極真浜井吉村 川端　優作 小1 12全福井準優勝 2012/12/2 小2

極真福井 中川　竜慶 小1 12全福井3位 2012/12/2 小2

白蓮会館 山下　夏海 小1 13東京準優勝 2013/3/16 小2

士衛塾 諏佐　暖人 小2 13全国3位 2013/5/19 小2

極真埼玉木村 内田　怜児 小2 13全国3位 2013/5/19 小2

極真栃木大平 新村　流星 小2 13全国準優勝 2013/5/19 小2

拳友会 中島　暖 小2 13全関東3位 2013/6/16 小2

極真千葉 榎本　空透 小2 13全関東準優勝 2013/6/16 小2

極真栃木大田原 青木　仁菜 小2 13全関東3位 2013/6/16 小2

極真北海道高木 玉木　結香 小2 13北海道優勝 2013/6/16 小2

拳流会館 横田　拳信 小2 13北海道優勝 2013/6/16 小2

誠真塾 小川　理玖 小2 13北海道準優勝 2013/6/16 小2

北海道格斗クラブ 村田　一途 小2 13北海道3位 2013/6/16 小2

水滸會丈夫塾 津司　凛人 小2 13北海道3位 2013/6/16 小2

極真北海道 菊池　有紗 小2 13北海道選抜 2013/6/16 小2

光雲塾 山下　悠香 小2 13広島準優勝 2013/6/16 小2

勇気会 山本　羚真 小2 13広島3位 2013/6/16 小2

如水会館 片上　凛香 小2 13広島4位 2013/6/16 小2

極真広島 進　大飛 小2 13広島優勝 2013/6/16 小2

政浦道場 野竹　勇生 小2 13北陸優勝 2013/7/15 小2

政浦道場 山本　愛翔 小2 13北陸準優勝 2013/7/15 小2

五十嵐道場 伊藤　恋 小2 13福島優勝 2013/8/25 小2

極真栃木大平 渡部　春乃 小2 13福島3位 2013/8/25 小2

理心館 斉藤　快浬 小2 13福島3位 2013/8/25 小2

極真北海道高木 佐々木　颯 小2 12北海道優勝 2012/9/16 小3

北海道格斗クラブ 中村　海虹 小2 12北海道準優勝 2012/9/16 小3

極真北海道高木 益永　進乃介 小2 12北海道3位 2012/9/16 小3

極真北海道高木 草野　尚太 小2 12北海道3位 2012/9/16 小3

極真栃木大田原 豊田　涼介 小2 12全日本優勝 2012/10/7 小3

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 大山　隆之介 小2 12神奈川準優勝 2012/11/18 小3

真誠塾 石川　笑心太 小2 12全福井準優勝 2012/12/2 小3
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極真浜井吉村 中川　総達 小2 12全福井3位 2012/12/2 小3

志真會館 森本　現暉 小2 12全福井優勝 2012/12/2 小3

極真千葉 古屋　克樹 小2 12全福井3位 2012/12/2 小3

義和流拳法 阿部　優心 小2 13東京準優勝 2013/3/16 小3

野澤道場 金井　颯汰 小3 13全国3位 2013/5/19 小3

士衛塾 諏佐　人和 小3 13全国3位 2013/5/19 小3

極真千葉 増田　圭亮 小3 13全国準優勝 2013/5/19 小3

極真千葉 熱田　拓 小3 13全国優勝 2013/5/19 小3

極真群馬邑楽 野村　凜 小3 13全関東選抜 2013/6/16 小3

拳友会 田原　碧人 小3 13全関東3位 2013/6/16 小3

極真栃木佐野 山田　夏乃音 小3 13全関東選抜 2013/6/16 小3

野澤道場 芳賀　樹 小3 13全関東準優勝 2013/6/16 小3

極真栃木足利 小野里　莉緒 小3 13全関東選抜 2013/6/16 小3

MAC埼玉中央 渡部　美和 小3 13全関東優勝 2013/6/16 小3

水滸會丈夫塾 板垣　結聖 小3 13北海道優勝 2013/6/16 小3

水滸會丈夫塾 織田　利陽人 小3 13北海道3位 2013/6/16 小3

白蓮会館 堤　響羽 小3 13北海道準優勝 2013/6/16 小3

水滸會丈夫塾 吉田　丈太朗 小3 13北海道3位 2013/6/16 小3

極真北海道 小笠原　未柚 小3 13北海道準優勝 2013/6/16 小3

流心会館 山本　一哉 小3 13広島優勝 2013/6/16 小3

極眞會 大森　靖之 小3 13広島3位 2013/6/16 小3

勇気会 岡　ななみ 小3 13広島準優勝 2013/6/16 小3

光雲塾 山下　朔弥 小3 13広島4位 2013/6/16 小3

極真浜井吉村 鈴木　慶 小3 13北陸優勝 2013/7/15 小3

藤田道場 宮本　泰志 小3 13北陸準優勝 2013/7/15 小3

極真山形田畑 工藤　智之 小3 13福島3位 2013/8/25 小3

琢磨会 熊谷　律人 小3 13福島3位 2013/8/25 小3

五十嵐道場 秋田　竜之介 小3 13福島優勝 2013/8/25 小3

松島空手道場 石垣　海 小3 13福島準優勝 2013/8/25 小3

極真北海道高木 大澤　弥央 小3 12北海道優勝 2012/9/16 小4女子

極真北海道高木 大澤　沙也 小3 12北海道準優勝 2012/9/16 小4女子

極真北海道 関口　那瑠 小3 12北海道選抜 2012/9/16 小4女子

極真福井 中川　梨里愛 小3 12全福井3位 2012/12/2 小4女子

MAC本部 望月　美咲 小4 13全国選抜 2013/5/19 小4女子

MAC仲町台 森　唯華 小4 13全国選抜 2013/5/19 小4女子

士衛塾 金田　萌杏 小4 13全国優勝 2013/5/19 小4女子

勇志会 山﨑　樹璃 小4 13全国準優勝 2013/5/19 小4女子

極真栃木大平 戸田　千紗都 小4 13全関東選抜 2013/6/16 小4女子

FSA拳真館 大木　ひかる 小4 13全関東選抜 2013/6/16 小4女子

極真栃木真岡 上野　耀子 小4 13全関東優勝 2013/6/16 小4女子

白蓮会館 槙　心音 小4 13北海道選抜 2013/6/16 小4女子

極真浜井吉村 福田　せな 小4 13北陸選抜 2013/7/15 小4女子

會士館 鈴木　爽夏 小4 13福島選抜 2013/8/25 小4女子

五十嵐道場 伊藤　凜 小4 13福島選抜 2013/8/25 小4女子

水滸會丈夫塾 越後　麗央 小3 12北海道準優勝 2012/9/16 小4男子

極真北海道高木 松浦　圭吾 小3 12北海道3位 2012/9/16 小4男子

北海道格斗クラブ 工藤　蓮士 小3 12北海道3位 2012/9/16 小4男子

極真北海道 神山　侑季 小3 12北海道優勝 2012/9/16 小4男子

極真宮城 八谷　昌輝 小3 12全日本優勝 2012/10/7 小4男子

極真千葉 田中　勇利 小3 12神奈川優勝 2012/11/18 小4男子

極真館 伊達　進太郎 小3 12神奈川準優勝 2012/11/18 小4男子

極真浜井中島 多島　翔和 小3 12全福井準優勝 2012/12/2 小4男子

極真浜井吉村 松本　祥太 小3 12全福井3位 2012/12/2 小4男子

極真浜井吉村 安斉　俊人 小3 12全福井優勝 2012/12/2 小4男子

秋山道場 藤﨑　凌世 小3 13東京優勝 2013/3/16 小4男子

極真栃木足利 石澤　大輝 小3 13東京準優勝 2013/3/16 小4男子

同志会 柿沼　柊希 小4 13全国3位 2013/5/19 小4男子

MAC中山 原　駿 小4 13全国3位 2013/5/19 小4男子

西山道場 山口　祐摩 小4 13全国準優勝 2013/5/19 小4男子

同志会 渡邉　廣 小4 13全関東準優勝 2013/6/16 小4男子

武心塾カラテ 鳥海　兼続 小4 13全関東3位 2013/6/16 小4男子

極真山形田畑 寺岡　聖拓 小4 13全関東3位 2013/6/16 小4男子

極真北海道諸澤 高橋　潤 小4 13北海道優勝 2013/6/16 小4男子

極真北海道 三枝　悠晟 小4 13北海道3位 2013/6/16 小4男子

水滸會丈夫塾 金谷　巧巳 小4 13北海道3位 2013/6/16 小4男子

極真北海道 林　暖人 小4 13北海道3位 2013/6/16 小4男子

極真北海道 我妻　遥斗 小4 13北海道準優勝 2013/6/16 小4男子

極真広島 中野　景悟 小4 13広島3位 2013/6/16 小4男子

勇気会 中野　朝陽 小4 13広島準優勝 2013/6/16 小4男子
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魂心舘 長岡　拳真 小4 13広島優勝 2013/6/16 小4男子

如水会館 片上　文太 小4 13広島3位 2013/6/16 小4男子

政浦道場 受川　七海 小4 13北陸優勝 2013/7/15 小4男子

士然塾 谷田　昌樹 小4 13北陸準優勝 2013/7/15 小4男子

極真栃木大平 五味田　力斗 小4 13福島準優勝 2013/8/25 小4男子

琢磨会 村上　慶 小4 13福島優勝 2013/8/25 小4男子

極真北海道高木 益永　麗央奈 小4 12北海道選抜 2012/9/16 小5女子（軽重未定）

志友会館 児玉　亜瑞 小4 12全日本優勝 2012/10/7 小5女子（軽重未定）

武心塾カラテ 堤　夏蓮 小4 12神奈川優勝 2012/11/18 小5女子（軽重未定）

五十嵐道場 秋田　梨沙 小4 12神奈川優勝 2012/11/18 小5女子（軽重未定）

MAC宮前平 岩﨑　美里 小4 12神奈川選抜 2012/11/18 小5女子（軽重未定）

MAC本部 髙橋　李奈 小4 12神奈川選抜 2012/11/18 小5女子（軽重未定）

豪拳会 竹腰　輝 小4 12全福井3位 2012/12/2 小5女子（軽重未定）

士然塾 林田　紗耶加 小4 12全福井準優勝 2012/12/2 小5女子（軽重未定）

極真福井 藤野　純 小4 12全福井優勝 2012/12/2 小5女子（軽重未定）

極真宮城 小林　英里香 小5 13全国優勝 2013/5/19 小5女子（軽重未定）

極真埼玉木村 坂上　穂乃香 小5 13全国選抜 2013/5/19 小5女子（軽重未定）

極真栃木大田原 藤澤　蓮菜 小5 13全国準優勝 2013/5/19 小5女子（軽重未定）

MAC埼玉中央 内田　澪 小5 13全国選抜 2013/5/19 小5女子（軽重未定）

月心会 荒井　実夏 小5 13全国優勝 2013/5/19 小5女子（軽重未定）

極真宮城 岡田　眞奈 小5 13全関東選抜 2013/6/16 小5女子（軽重未定）

極真佐藤道場 斉藤　瑠美 小5 13全関東選抜 2013/6/16 小5女子（軽重未定）

極真浜井 平原　澪 小5 13広島選抜 2013/6/16 小5女子（軽重未定）

極真浜井田賀 守田　楓花 小5 13北陸選抜 2013/7/15 小5女子（軽重未定）

極真浜井竹田 山形　智香 小5 13北陸優勝 2013/7/15 小5女子（軽重未定）

少林流阿部会館 阿久津　文華 小5 13福島選抜 2013/8/25 小5女子（軽重未定）

少林流阿部会館 阿部　花恋 小5 13福島選抜 2013/8/25 小5女子（軽重未定）

松島空手道場 鈴木　美海 小5 13福島優勝 2013/8/25 小5女子（軽重未定）

拳流会館 髙柳　太樹 小4 12北海道3位 2012/9/16 小5男子（軽重未定）

拳流会館 関根　光輝 小4 12北海道準優勝 2012/9/16 小5男子（軽重未定）

誠真塾 梅川　てつ 小4 12北海道3位 2012/9/16 小5男子（軽重未定）

極真北海道 鈴木　快都 小4 12北海道優勝 2012/9/16 小5男子（軽重未定）

極真栃木大平 高橋　良朋 小4 12全日本優勝 2012/10/7 小5男子（軽重未定）

義和流拳法 榊原　朋毅 小4 12神奈川優勝 2012/11/18 小5男子（軽重未定）

極真栃木大平 小林　陽人 小4 12神奈川優勝 2012/11/18 小5男子（軽重未定）

星和会館 福島　敦史 小4 12神奈川準優勝 2012/11/18 小5男子（軽重未定）

自然拳法二塚道場 土田　英夢 小4 12全福井3位 2012/12/2 小5男子（軽重未定）

極真浜井吉村 安本　翔太 小4 12全福井3位 2012/12/2 小5男子（軽重未定）

極真浜井羽場章 堂田　一斗 小4 12全福井優勝 2012/12/2 小5男子（軽重未定）

極真浜井吉村 中川　龍真 小4 12全福井準優勝 2012/12/2 小5男子（軽重未定）

極真館 増野　宏希 小4 13東京優勝 2013/3/16 小5男子（軽重未定）

粋心會 原田　つばさ 小4 13東京準優勝 2013/3/16 小5男子（軽重未定）

極真千葉 大多和　星也 小5 13全国優勝 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

武心塾カラテ 山田　陸 小5 13全国3位 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

極真千葉 福永　匠真 小5 13全国3位 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

極真埼玉木村 室岡　武蔵 小5 13全国3位 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

西山道場 富岡　竜ノ介 小5 13全国準優勝 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

士衛塾 渡辺　凜太郎 小5 13全国準優勝 2013/5/19 小5男子（軽重未定）

勇進会 小林　勇雅 小5 13全関東選抜 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

五十嵐道場 小嵜　太陽 小5 13全関東3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

拳友会 豊島　怜央 小5 13全関東選抜 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

白蓮会館 堤　彪羽 小5 13北海道3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

北海道格斗クラブ 荒木　柊瑛 小5 13北海道選抜 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真北海道 桂　剛志 小5 13北海道選抜 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真北海道 鈴木　志佳 小5 13北海道3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 銘形　厳希 小5 13北海道優勝 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真広島 難波　穣 小5 13広島3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

魂心舘 山根　快翔 小5 13広島優勝 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

修士館 井上　拓海 小5 13広島準優勝 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真広島 福川　和飛 小5 13広島3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真広島 道田　武憲 小5 13広島3位 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

修士館 松﨑　貫太 小5 13広島優勝 2013/6/16 小5男子（軽重未定）

極真浜井吉村 鈴木　洸 小5 13北陸優勝 2013/7/15 小5男子（軽重未定）

士然塾 倉田　怜旺 小5 13北陸準優勝 2013/7/15 小5男子（軽重未定）

士然塾 谷田　心輝 小5 13北陸選抜 2013/7/15 小5男子（軽重未定）

極真浜井吉村 近藤　颯人 小5 13北陸優勝 2013/7/15 小5男子（軽重未定）

極真山形田畑 吉岡　晋之介 小5 13福島3位 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

極真栃木大平 山田　楓海 小5 13福島準優勝 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

少林流阿部会館 渡辺　匠 小5 13福島準優勝 2013/8/25 小5男子（軽重未定）
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會士館 長谷川　光 小5 13福島3位 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

少林流阿部会館 須藤　唯斗 小5 13福島3位 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

極真千葉 阿部　凌大 小5 13福島3位 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

極真栃木大平 渡部　海 小5 13福島優勝 2013/8/25 小5男子（軽重未定）

極真北海道 末　千尋 小5 12北海道選抜 2012/9/16 小6女子（軽重未定）

極真栃木大平 粂川　美空 小5 12全日本優勝 2012/10/7 小6女子（軽重未定）

極真埼玉木村 浅古　妃美香 小5 12神奈川選抜 2012/11/18 小6女子（軽重未定）

極真城東新小岩 宮井　梨緒 小5 12神奈川優勝 2012/11/18 小6女子（軽重未定）

極真栃木真岡 髙瀬　氣穂 小5 12神奈川準優勝 2012/11/18 小6女子（軽重未定）

自然拳法二塚道場 新本　悠月 小5 12全福井3位 2012/12/2 小6女子（軽重未定）

極真浜井羽場 青木　風花 小5 12全福井準優勝 2012/12/2 小6女子（軽重未定）

義和流拳法 岩崎　愛未 小5 13東京選抜 2013/3/16 小6女子（軽重未定）

極真栃木足利 小野里　笑菜 小5 13東京選抜 2013/3/16 小6女子（軽重未定）

拳友会 高野　桃加 小6 13全国選抜 2013/5/19 小6女子（軽重未定）

少林流阿部会館 阿久津　美月 小6 13全国選抜 2013/5/19 小6女子（軽重未定）

極真宮城 丹野　紗奈絵 小6 13全国優勝 2013/5/19 小6女子（軽重未定）

士衛塾 横山　凜奈 小6 13全国3位 2013/5/19 小6女子（軽重未定）

園部道場 小暮　愛水里 小6 13全関東選抜 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

北心会越智道場 関根　ことみ 小6 13北海道優勝 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

極真北海道高木 熊谷　杏子 小6 13北海道3位 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 今林　沙妃 小6 13北海道3位 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 織田　優紀奈 小6 13北海道準優勝 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

極眞會 池田　葵 小6 13広島選抜 2013/6/16 小6女子（軽重未定）

極真山形田畑 水野　杏音 小6 13福島選抜 2013/8/25 小6女子（軽重未定）

理心館 本間　亜子 小6 13福島選抜 2013/8/25 小6女子（軽重未定）

極真安斎福島 青砥　奈未 小6 13福島選抜 2013/8/25 小6女子（軽重未定）

極真栃木足利 亀田　万琳 小6 13福島準優勝 2013/8/25 小6女子（軽重未定）

極真北海道諸澤 高橋　亘 小5 12北海道優勝 2012/9/16 小6男子（軽重未定）

極真北海道 宮谷　真都 小5 12北海道準優勝 2012/9/16 小6男子（軽重未定）

極真北海道高木 亀井　拓磨 小5 12北海道3位 2012/9/16 小6男子（軽重未定）

究道会館 廣瀬　貴将 小5 12北海道3位 2012/9/16 小6男子（軽重未定）

極真千葉 菊地　諄弥 小5 12全日本優勝 2012/10/7 小6男子（軽重未定）

極真栃木大田原 青木　凌翔 小5 12全日本優勝 2012/10/7 小6男子（軽重未定）

誠真会館 平方　慎人 小5 12神奈川準優勝 2012/11/18 小6男子（軽重未定）

極真千葉 足立　大地 小5 12神奈川優勝 2012/11/18 小6男子（軽重未定）

極真神奈川座間 原　鉄馬 小5 12神奈川準優勝 2012/11/18 小6男子（軽重未定）

正樹道場 瀬戸　壱成 小5 12全福井3位 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

拳武塾 新田　隼斗 小5 12全福井優勝 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

極真福井 高橋　樹生 小5 12全福井準優勝 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

極真浜井愛知西 片岡　徳馬 小5 12全福井3位 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

澤崎道場 三ツ田　京介 小5 12全福井3位 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

極真浜井中島 高　優一郎 小5 12全福井優勝 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

真誠塾 中村　健成 小5 12全福井準優勝 2012/12/2 小6男子（軽重未定）

極真千葉 長谷川　広騎 小5 13東京準優勝 2013/3/16 小6男子（軽重未定）

極真埼玉木村 森橋　知広 小5 13東京優勝 2013/3/16 小6男子（軽重未定）

波立塾 志賀　幸弘 小6 13全国選抜 2013/5/19 小6男子（軽重未定）

極真千葉 張間　真幸 小6 13全国3位 2013/5/19 小6男子（軽重未定）

極真栃木大平 大塚　佑弥 小6 13全国準優勝 2013/5/19 小6男子（軽重未定）

MAC中山 米澤　蓮 小6 13全国選抜 2013/5/19 小6男子（軽重未定）

極真宮城 宇佐美　直輝 小6 13全関東選抜 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極真宮城 佐々木　駿斗 小6 13全関東選抜 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極真栃木佐野 三井　海楽 小6 13全関東選抜 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

MAC埼玉中央 池田　圭史朗 小6 13全関東準優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

MAC江戸川 大村　駿 小6 13全関東優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

拳流会館 木村　隻 小6 13北海道3位 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極真北海道 加藤　大尊 小6 13北海道準優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 金谷　祥大 小6 13北海道3位 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 山﨑　亮輝 小6 13北海道優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 桶川　敬人 小6 13北海道準優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

朱雀館 福岡　太陽 小6 13広島優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極眞會 小森　騰椰 小6 13広島準優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

流心会館 小笹　亘輝 小6 13広島3位 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

朱雀館 樋口　貴哉 小6 13広島3位 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極眞會 大森　啓正 小6 13広島準優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

志琉会 門田　将弥 小6 13広島3位 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

朱雀館 馬淵　大誠 小6 13広島優勝 2013/6/16 小6男子（軽重未定）

極真浜井北川 軽海　壱心 小6 13北陸優勝 2013/7/15 小6男子（軽重未定）

藤田道場 橋本　大城 小6 13北陸準優勝 2013/7/15 小6男子（軽重未定）

極真安斎福島 安部　湧大 小6 13福島選抜 2013/8/25 小6男子（軽重未定）
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理心館 井越　柊 小6 13福島3位 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

極真安斎福島 遠藤　泰山 小6 13福島選抜 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

北杜塾 平塚　嵐士 小6 13福島準優勝 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

北杜塾 小畑　詩音 小6 13福島優勝 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

勇進会 郷　朝日 小6 13福島3位 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

極真栃木大田原 峯岸　友希 小6 13福島準優勝 2013/8/25 小6男子（軽重未定）

極真北海道 花山　結菜 小6 12北海道準優勝 2012/9/16 中1女子（軽重未定）

極真北海道 柴田　未悠 小6 12北海道優勝 2012/9/16 中1女子（軽重未定）

極真北海道 林　まりな 小6 12北海道選抜 2012/9/16 中1女子（軽重未定）

勇志会 樋口　梨乃 小6 12全日本優勝 2012/10/7 中1女子（軽重未定）

極真千葉 中薗　綾乃 小6 12神奈川優勝 2012/11/18 中1女子（軽重未定）

北晋寺西道場 清水　空 小6 12神奈川優勝 2012/11/18 中1女子（軽重未定）

五十嵐道場 秋田　梨織 小6 12神奈川選抜 2012/11/18 中1女子（軽重未定）

極真栃木大田原 藤澤　舞 小6 12神奈川選抜 2012/11/18 中1女子（軽重未定）

極真浜井羽場章 本嶋　李果子 小6 12全福井優勝 2012/12/2 中1女子（軽重未定）

自然拳法二塚道場 土田　望愛 小6 12全福井準優勝 2012/12/2 中1女子（軽重未定）

極真福井 藤野　鈴 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1女子（軽重未定）

川田道場 朝日　桃花 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1女子（軽重未定）

極真千葉 鈴木　陽葉里 小6 13東京選抜 2013/3/16 中1女子（軽重未定）

極真埼玉木村 安藤　可恋 小6 13東京優勝 2013/3/16 中1女子（軽重未定）

MAC江戸川 荒川　真琴 小6 13東京優勝 2013/3/16 中1女子（軽重未定）

MAC江戸川 宇佐見　真由 小6 13東京選抜 2013/3/16 中1女子（軽重未定）

極真千葉 飯田　実紅 中1 13全国選抜 2013/5/19 中1女子（軽重未定）

西山道場 斉藤　莉里 中1 13全国選抜 2013/5/19 中1女子（軽重未定）

MAC江戸川 本間　紫月 中1 13全国優勝 2013/5/19 中1女子（軽重未定）

少林流阿部会館 阿久津　希望 中1 13全関東選抜 2013/6/16 中1女子（軽重未定）

勇気会 岡　みつき 中1 13広島優勝 2013/6/16 中1女子（軽重未定）

勇気会 岡　ちひろ 中1 13広島準優勝 2013/6/16 中1女子（軽重未定）

少林流阿部会館 吉田　沙季 中1 13福島優勝 2013/8/25 中1女子（軽重未定）

琢磨会 四條　睦 中1 13福島準優勝 2013/8/25 中1女子（軽重未定）

會士館 奏　美沙希 中1 13福島選抜 2013/8/25 中1女子（軽重未定）

誠真塾 木村　将太 小6 12北海道準優勝 2012/9/16 中1男子（軽重未定）

極真北海道 三上　匠汰 小6 12北海道3位 2012/9/16 中1男子（軽重未定）

極真北海道 関口　賢敏 小6 12北海道3位 2012/9/16 中1男子（軽重未定）

拳流会館 曽根　朱璃 小6 12北海道優勝 2012/9/16 中1男子（軽重未定）

極真浜井吉村 松本　龍太 小6 12全日本優勝 2012/10/7 中1男子（軽重未定）

渡邊道場 栁澤　侑哉 小6 12全日本優勝 2012/10/7 中1男子（軽重未定）

北晋寺西道場 蔦木　将吾 小6 12神奈川準優勝 2012/11/18 中1男子（軽重未定）

極真神奈川港北 宮本　葵央 小6 12神奈川優勝 2012/11/18 中1男子（軽重未定）

相模原鈴木道場 渡辺　拓実 小6 12神奈川優勝 2012/11/18 中1男子（軽重未定）

勇進会 伊藤　響希 小6 12神奈川準優勝 2012/11/18 中1男子（軽重未定）

川田道場 辻　空羽 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

光川道場 中川　雄生 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

豪拳会 竹腰　亘 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

極真浜井羽場 谷村　一毅 小6 12全福井準優勝 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

極真浜井中島 内藤　龍祈 小6 12全福井優勝 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

極真福井 秋田　唯斗 小6 12全福井3位 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

七州会 秋田　寛太 小6 12全福井優勝 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

矢郷道場 森口　聖也 小6 12全福井準優勝 2012/12/2 中1男子（軽重未定）

義和流拳法 若林　巧人 小6 13東京準優勝 2013/3/16 中1男子（軽重未定）

義和流拳法 加茂　直樹 小6 13東京選抜 2013/3/16 中1男子（軽重未定）

極真埼玉木村 桑田　涼平 小6 13東京優勝 2013/3/16 中1男子（軽重未定）

極真栃木佐野 田口　裕雅 小6 13東京優勝 2013/3/16 中1男子（軽重未定）

FSA拳真館 小川　翼 中1 13全国3位 2013/5/19 中1男子（軽重未定）

MAC宮前平 坂本　晴彦 中1 13全国優勝 2013/5/19 中1男子（軽重未定）

西山道場 浜田　祐太郎 中1 13全国準優勝 2013/5/19 中1男子（軽重未定）

士衛塾 金田　零央 中1 13全国準優勝 2013/5/19 中1男子（軽重未定）

士衛塾 渡邉　大地 中1 13全国優勝 2013/5/19 中1男子（軽重未定）

勇進会 宮内　瑞生 中1 13全関東選抜 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

極真北海道 佐藤　結人 中1 13北海道準優勝 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 斎藤　彗斗 中1 13北海道選抜 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

魂心舘 長岡　正拳 中1 13広島4位 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

極真広島 進　大河 中1 13広島選抜 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

志友会館 児玉　尋 中1 13広島優勝 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

志友会館 松永　悠生 中1 13広島3位 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

拳剛会館 伊藤　丈一郎 中1 13広島準優勝 2013/6/16 中1男子（軽重未定）

極真浜井田賀 杉本　壮 中1 13北陸選抜 2013/7/15 中1男子（軽重未定）

極真浜井北川 池上　景偉 中1 13北陸優勝 2013/7/15 中1男子（軽重未定）

琢磨会 水野　想楽 中1 13福島優勝 2013/8/25 中1男子（軽重未定）
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松島空手道場 千葉　好輝 中1 13福島3位 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

理心館 中村　旺河 中1 13福島選抜 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真哥道場 坂上　省吾 中1 13福島選抜 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真安斎福島 勝又　四海 中1 13福島優勝 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真安斎福島 五十嵐　圭 中1 13福島準優勝 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真安斎福島 佐藤　裕一郎 中1 13福島3位 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真安斎福島 瀧澤　空 中1 13福島準優勝 2013/8/25 中1男子（軽重未定）

極真栃木佐野 和田　小梅 中1 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3女子（軽重未定）

拳武塾 中村　あみ 中2 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3女子（軽重未定）

西山道場 熊谷　亜美 中2 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3女子（軽重未定）

極真埼玉今井 原田　紗妃 中2 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3女子（軽重未定）

飛馬道場 高橋　さくら 中1 12神奈川選抜 2012/11/18 中2・3女子（軽重未定）

極真栃木佐野 金井　麻未 中1 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3女子（軽重未定）

義和流拳法 榊原　里奈 中1 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3女子（軽重未定）

極真千葉 新井　未来 中1 12神奈川準優勝 2012/11/18 中2・3女子（軽重未定）

正樹道場 新田　真生 中1 12全福井3位 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

士然塾 玉村　友佳 中2 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

拳武塾 加宅田　凜 中2 12全福井優勝 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

極真浜井中島 内藤　海聖 中2 12全福井3位 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

極真福井 辻脇　望 中1 12全福井優勝 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

極真福井 原田　ハルミ 中1 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

士然塾 吉田　千飛 中1 12全福井3位 2012/12/2 中2・3女子（軽重未定）

極真埼玉今井 伊藤　萌 中2 13東京選抜 2013/3/16 中2・3女子（軽重未定）

極真千葉 長谷川　由海 中2 13東京優勝 2013/3/16 中2・3女子（軽重未定）

秋山道場 八板　和花 中1 13東京選抜 2013/3/16 中2・3女子（軽重未定）

FSA拳真館 野口　寿々花 中1 13東京優勝 2013/3/16 中2・3女子（軽重未定）

極真城東高砂 髙木　琴伽 中3 13全国選抜 2013/5/19 中2・3女子（軽重未定）

西山道場 上瀬　千里 中2 13全国準優勝 2013/5/19 中2・3女子（軽重未定）

士衛塾 阿部　柚美 中2 13全国3位 2013/5/19 中2・3女子（軽重未定）

渡邊道場 横山　日子 中3 13全国選抜 2013/5/19 中2・3女子（軽重未定）

極真栃木 吉澤　紗央里 中2 13全関東準優勝 2013/6/16 中2・3女子（軽重未定）

極真栃木 戸沢　綾花 中2 13全関東選抜 2013/6/16 中2・3女子（軽重未定）

魂心舘 篠原　怜奈 中3 13広島選抜 2013/6/16 中2・3女子（軽重未定）

五十嵐道場 佐藤　奈紀 中2 13福島優勝 2013/8/25 中2・3女子（軽重未定）

極真安斎福島 髙橋　玲奈 中2 13福島選抜 2013/8/25 中2・3女子（軽重未定）

極真安斎福島 久野　未希 中2 13福島選抜 2013/8/25 中2・3女子（軽重未定）

極真北海道 植村　琉雅 中1 12北海道選抜 2012/9/16 中2・3男子（軽重未定）

極真北海道高木 児玉　響輝 中2 12北海道選抜 2012/9/16 中2・3男子（軽重未定）

武心塾カラテ 森　且貴 中1 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3男子（軽重未定）

極真神奈川港北 増田　源太郎 中1 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井竹田 大野　篤貴 中2 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3男子（軽重未定）

極真埼玉木村 星　龍之介 中2 12全日本優勝 2012/10/7 中2・3男子（軽重未定）

極真館 和多　勇紀 中2 12神奈川準優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

極真千葉 松下　武 中2 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

極真千葉 秋葉　晃希 中1 12神奈川準優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

極真栃木真岡 福田　勝紀 中1 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

MAC本部 関口　勝大 中1 12神奈川優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

星和会館 大石　智也 中2 12神奈川準優勝 2012/11/18 中2・3男子（軽重未定）

拳武塾 新田　紘也 中2 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井 渡邊　大尊 中2 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

志真會館 森本　大生 中1 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

無心拳 森　里騎 中2 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井吉村 大森　旭真 中1 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井中島 泉　魁斗 中2 12全福井優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井田賀 奥村　正也 中1 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井吉村 飛鳥井　山倭 中1 12全福井優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井羽場章 鳥井　開斗 中1 12全福井優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真福井 黒川　響 中2 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

極真福井 畑　海里 中2 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

七州会 鈴森　勇哉 中2 12全福井3位 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

士然塾 谷田　直輝 中1 12全福井準優勝 2012/12/2 中2・3男子（軽重未定）

星和会館 塚本　成夢 中1 13東京優勝 2013/3/16 中2・3男子（軽重未定）

拳友会 山畑　龍人 中2 13全国3位 2013/5/19 中2・3男子（軽重未定）

極真神奈川港北 大槻　一敬 中2 13全国3位 2013/5/19 中2・3男子（軽重未定）

極真神奈川野庭 岩永　将己 中2 13全国3位 2013/5/19 中2・3男子（軽重未定）

士衛塾 五十嵐　猛 中3 13全国準優勝 2013/5/19 中2・3男子（軽重未定）

角田道場 小湊　瑛仁 中2 13全関東準優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

波立塾 山内　渉 中2 13全関東選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

極真千葉 永嶋　甫信 中2 13全関東優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）
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極真千葉小嶋 室田　秀悟 中3 13全関東選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

勇進会 郷　心路 中3 13全関東選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

勇進会 石橋　怜也 中3 13全関東選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

水滸會無限塾 外山　巧 中3 13北海道優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

誠真塾 鈴木　翼 中2 13北海道選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 早川　天崇 中2 13北海道優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 冨原　旭日 中3 13北海道選抜 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

輝道会館 小田　麗帆 中3 13広島準優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

如水会館 原田　龍 中3 13広島優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

如水会館 内田　稜 中2 13広島3位 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

励心館 大垣　佑太 中2 13広島3位 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

魂心舘 守谷　正之助 中2 13広島3位 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

修士館 松﨑　歩 中3 13広島優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

光雲塾 日中　裕介 中2 13広島準優勝 2013/6/16 中2・3男子（軽重未定）

極真浜井吉村 外谷　由河 中3 13北陸優勝 2013/7/15 中2・3男子（軽重未定）

澤崎道場 中出　蒼士郎 中3 13北陸選抜 2013/7/15 中2・3男子（軽重未定）

極真山形田畑 寺岡　拓海 中3 13福島選抜 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真山形田畑 岡崎　光汰 中3 13福島優勝 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真山形田畑 青山　光希 中2 13福島準優勝 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

理心館 中村　嵩 中2 13福島選抜 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真安斎福島 今西　康太 中2 13福島準優勝 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真安斎福島 佐藤　怜士 中3 13福島選抜 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真栃木真岡 鹿沼　崇虎 中3 13福島選抜 2013/8/25 中2・3男子（軽重未定）

極真北海道 柴田　大輝 中3 12北海道優勝 2012/9/16 高1男子（軽重未定）

極真栃木大平 福田　将斗 中3 12神奈川優勝 2012/11/18 高1男子（軽重未定）

波立塾 秋山　涼 高1 13全国選抜 2013/5/19 高1男子（軽重未定）

勇進会 内山　一斗 高1 13全国選抜 2013/5/19 高1男子（軽重未定）

士衛塾 佐藤　啓太 高1 13全国優勝 2013/5/19 高1男子（軽重未定）

MAC中山 川瀬　永遠 高1 13全国選抜 2013/5/19 高1男子（軽重未定）

極真城西笹塚 井口　昌紀 高1 13全関東選抜 2013/6/16 高1男子（軽重未定）

正信館 河野　裕太 高1 13広島選抜 2013/6/16 高1男子（軽重未定）

秋岡塾 永田　丈晶 高1 13広島選抜 2013/6/16 高1男子（軽重未定）

極真北海道 林　晃聖 高1 12北海道優勝 2012/9/16 高2・3男子（軽重未定）

極真北海道 千葉　颯 高1 12北海道選抜 2012/9/16 高2・3男子（軽重未定）

武心塾 澤栗　光輝 高1 12全日本優勝 2012/10/7 高2・3男子（軽重未定）

極真千葉 水野　翔太 高2 12神奈川優勝 2012/11/18 高2・3男子（軽重未定）

澤崎道場 栗森　充弘 高1 12全福井3位 2012/12/2 高2・3男子（軽重未定）

極真浜井安原 麻井　仁 高2 12全福井優勝 2012/12/2 高2・3男子（軽重未定）

FSA拳真館 山田　大貴 高1 13東京優勝 2013/3/16 高2・3男子（軽重未定）

勇進会 郷　遼久 高2 13全国3位 2013/5/19 高2・3男子（軽重未定）

極真千葉 大塚　勇太 高2 13全国3位 2013/5/19 高2・3男子（軽重未定）

MAC江戸川 水津　陸斗 高2 13全国準優勝 2013/5/19 高2・3男子（軽重未定）

士衛塾 猿子　和貴 高3 13全国優勝 2013/5/19 高2・3男子（軽重未定）

士衛塾 土橋　耕太 高3 13全国選抜 2013/5/19 高2・3男子（軽重未定）

慎武館 渡部　比秋 13全関東選抜 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真埼玉木村 村山　騎士 13全関東選抜 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真埼玉木村 宍倉　大輝 高2 13全関東優勝 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真栃木上三川 川又　晃生 高2 13全関東選抜 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

水滸會無限塾 外山　凌 高2 13北海道優勝 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 芝田　龍司 高2 13北海道選抜 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真北海道 岡本　亘太 高2 13北海道選抜 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

水滸會丈夫塾 垣野　大輔 高2 13北海道準優勝 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

如水会館 原田　一晟 高2 13広島準優勝 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真広島 元重　良明 高2 13広島3位 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

輝道会館 河手　達輝 高2 13広島優勝 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

流心会館 藤崎　凌矢 高3 13広島3位 2013/6/16 高2・3男子（軽重未定）

極真浜井福井 西川　大樹 高2 13北陸優勝 2013/7/15 高2・3男子（軽重未定）

極真福井 中村　航貴 高3 13北陸選抜 2013/7/15 高2・3男子（軽重未定）

理心館 小柳　俊和 高3 13福島選抜 2013/8/25 高2・3男子（軽重未定）

泉塾 長谷川　丈瑠 13福島準優勝 2013/8/25 高2・3男子（軽重未定）

極真斎藤 松田　勇太郎 13福島選抜 2013/8/25 高2・3男子（軽重未定）

極真斎藤 菊地　光 13福島選抜 2013/8/25 高2・3男子（軽重未定）

極真栃木佐野 岡田　旭人 高3 13福島優勝 2013/8/25 高2・3男子（軽重未定）


