
第6回全日本大会型部門（個人戦）　出場権獲得者

所属道場 名前 学年 型代表権獲得大会名 大会日 出場階級

極真栃木大田原 田中　亜子 小1 13全日本優勝 2013/11/4 小1・2

極真栃木清原台 新井　柊成 小1 14福島3位 2014/6/1 小1・2

士衛塾総本部 斉藤　七音 小2 14福島優勝 2014/6/1 小1・2

極真安斎福島 岡部　円花 14福島準優勝 2014/6/1 小1・2

會士館 長谷川　陽大 14福島4位 2014/6/1 小1・2

礼心会 若林　結 小2 14関東3位 2014/6/29 小1・2

礼心会 三ヶ島　小夏 小1 14関東選抜 2014/6/29 小1・2

極真城東新小岩 吉野　龍弥 小2 14関東4位 2014/6/29 小1・2

極真城南田町 近藤　ゆめ花 小2 14関東優勝 2014/6/29 小1・2

極真坂本真岡 真谷　博飛 小3 14福島4位 2014/6/1 小3・4

士衛塾総本部 高田　暁斗 小4 14福島3位 2014/6/1 小3・4

極真安斎福島 渡辺　大和 小3 14福島準優勝 2014/6/1 小3・4

極真安斎福島 田中　愛美 小4 14福島優勝 2014/6/1 小3・4

極真栃木 黒須　大智 小3 14関東優勝 2014/6/29 小3・4

極真東京佐藤 西元　航陽 小3 14関東4位 2014/6/29 小3・4

極真埼玉木村 新井　悠月 小3 14関東3位 2014/6/29 小3・4

礼心会 三ヶ島　源 小3 14関東準優勝 2014/6/29 小3・4

極真栃木 戸沢　凌冠 小4 13全日本優勝 2013/11/4 小5・6

極真安斎福島 小山田　継斗 小6 14福島3位 2014/6/1 小5・6

士衛塾総本部 佐藤　空也 14福島準優勝 2014/6/1 小5・6

士衛塾総本部 斉藤　春来 14福島選抜 2014/6/1 小5・6

士衛塾総本部 渡辺　凜太郎 小6 14福島優勝 2014/6/1 小5・6

琉拳會 山中　優英 小5 14関東8位 2014/6/29 小5・6

KWF極真千葉 落合　真士 小6 14関東6位 2014/6/29 小5・6

極真神奈川座間 一杉　雄翔 小6 14関東7位 2014/6/29 小5・6

極真栃木大田原 峯岸　誠人 小5 14関東準優勝 2014/6/29 小5・6

琉拳會 白石　雅也 小5 14関東3位 2014/6/29 小5・6

士衛塾 阿部　柚美 中2 13全日本優勝 2013/11/4 中学女子

士衛塾 横山　凜奈 小6 13全日本優勝 2013/11/4 中学女子

極真安斎福島 田中　美優 中1 14福島4位 2014/6/1 中学女子

極真安斎福島 久野　未希 中3 14福島優勝 2014/6/1 中学女子

極真栃木 戸沢　綾花 中3 14福島選抜 2014/6/1 中学女子

士衛塾総本部 浅見　和 中3 14福島準優勝 2014/6/1 中学女子

極真城東新小岩 宮井　梨緒 中1 14関東準優勝 2014/6/29 中学女子

士衛塾総本部 渡辺　実咲 中1 14関東選抜 2014/6/29 中学女子

士衛塾総本部 浅見　好 中1 14関東選抜 2014/6/29 中学女子

士衛塾 渡邊　剛瑠 中2 13全日本優勝 2013/11/4 中学男子

士衛塾総本部 森永　貴藤 中2 14福島優勝 2014/6/1 中学男子

極真安斎福島 角田　風馬 中2 14福島3位 2014/6/1 中学男子

士衛塾総本部 横堀　力太 中1 14福島準優勝 2014/6/1 中学男子

士衛塾総本部 鷲本　康樹 中2 14福島4位 2014/6/1 中学男子

士衛塾総本部 羽賀　拓海 中2 14関東選抜 2014/6/29 中学男子

極真城西笹塚 土田　隼 中1 14関東選抜 2014/6/29 中学男子

極真神奈川港北 宮本　葵央 中2 14関東4位 2014/6/29 中学男子

士衛塾総本部 佐藤　優人 中1 14関東選抜 2014/6/29 中学男子

極真安斎福島 白土　洋子 13全日本優勝 2013/11/4 一般女子

KWF極真千葉 長谷川　由海 中3 14春季関東優勝 2014/4/13 一般女子

琉拳會 小野　美和 14春季関東選抜 2014/4/13 一般女子

北杜塾 柴田　萌 高3 14福島準優勝 2014/6/1 一般女子

士衛塾総本部 加藤　らら 14福島3位 2014/6/1 一般女子

礼心会 大塚　嘉代子 14関東選抜 2014/6/29 一般女子

極真神奈川港北 伊藤　広美 14関東選抜 2014/6/29 一般女子

琉拳會 矢部　穂乃香 高2 14関東優勝 2014/6/29 一般女子

極真安斎福島 長谷川　伸一 13全日本優勝 2013/11/4 壮年男子
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礼心会 仲村　勉 14春季関東優勝 2014/4/13 壮年男子

極真東京佐藤 岡田　晃之 14春季関東2位 2014/4/13 壮年男子

極真東京川端 門田　靜明 14関東選抜 2014/6/29 壮年男子

極真東京川端 黒澤　光一 14関東選抜 2014/6/29 壮年男子

KWF極真千葉 中村　幸一 14関東優勝 2014/6/29 壮年男子

礼心会 大橋　義則 14関東準優勝 2014/6/29 壮年男子

士衛塾 渡辺　飛鳥 13全日本優勝 2013/11/4 一般男子

極真東京佐藤 宇津木　耀祐 高1 14春季関東選抜 2014/4/13 一般男子

極真城東新小岩 田中　亨 14春季関東優勝 2014/4/13 一般男子

極真安斎福島 遠藤　俊矢 高2 14福島優勝 2014/6/1 一般男子

極真山形田畑 小松　大葵 14福島準優勝 2014/6/1 一般男子

極真安斎福島 津守　大智 14福島3位 2014/6/1 一般男子

士衛塾総本部 成海　紅輝 14福島4位 2014/6/1 一般男子

礼心会 吉田　貴博 14関東選抜 2014/6/29 一般男子

極真埼玉木村 深田　直喜 高1 14関東選抜 2014/6/29 一般男子

極真神奈川港北 三田　翼 高2 14関東優勝 2014/6/29 一般男子

極真城南田町 小林　史芳 14関東選抜 2014/6/29 一般男子


