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極真城南武蔵小山 大山　瑛太 14冬季南関東選抜 2014/12/14 小1・2

礼心会 宮本　麟太郎 14冬季南関東優勝 2014/12/14 小1・2

極真東京佐藤 佐藤　慶心 14北関東選抜 2014/12/21 小1・2

極真栃木清原台 新井　柊成 14北関東3位 2014/12/21 小1・2

極真北海道諸澤 尾山　寛 15北海道3位 2015/4/19 小1・2

極真北海道 三枝　武尊 15北海道優勝 2015/4/19 小1・2

極真北海道 柾本　蒼太朗 15北海道準優勝 2015/4/19 小1・2

極真北海道 河瀨　鉄馬 15北海道3位 2015/4/19 小1・2

神武館 永井　樹 15福島優勝 2015/6/7 小1・2

極真安斎福島 佐藤　悠貴 15福島準優勝 2015/6/7 小1・2

極真城南武蔵小山 藤井　脩斗 15南関東選抜 2015/6/21 小1・2

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 佐野　瑞祇 15南関東選抜 2015/6/21 小1・2

極真神奈川港北 勅使河原　大陸 15南関東選抜 2015/6/21 小1・2

極真神奈川港北 前田　和朝 15南関東選抜 2015/6/21 小1・2

極真安斎福島 岡部　理京 15東北優勝 2015/7/19 小1・2

極真栃木大田原 田中　亜子 14全日本優勝 2014/10/4 小3・4

極真安斎福島 渡辺　大和 14全日本優勝 2014/10/4 小3・4

礼心会 鈴木　悠生 14冬季南関東準優勝 2014/12/14 小3・4

極真城東新小岩 塚本　実莉 14冬季南関東優勝 2014/12/14 小3・4

極真神奈川港北 目崎　ひぐる 14冬季南関東準優勝 2014/12/14 小3・4

極真城南田町 近藤　ゆめ花 14冬季南関東優勝 2014/12/14 小3・4

極真栃木 黒須　大智 14北関東準優勝 2014/12/21 小3・4

極真東京佐藤 清水　皓大 14北関東3位 2014/12/21 小3・4

極真安斎福島 岡部　円花 14北関東準優勝 2014/12/21 小3・4

極真安斎福島 渡邉　優衣 14北関東4位 2014/12/21 小3・4

極真北海道 植田　祥世 15北海道3位 2015/4/19 小3・4

極真北海道 大谷　武瑠 15北海道3位 2015/4/19 小3・4

極真北海道 神山　功大 15北海道優勝 2015/4/19 小3・4

極真北海道 坂本　顚太 15北海道準優勝 2015/4/19 小3・4

士衛塾総本部 斉藤　七音 15北信越優勝 2015/5/10 小3・4

會士館 長谷川　陽大 15北信越3位 2015/5/10 小3・4

士衛塾総本部 高橋　快馳 15北信越4位 2015/5/10 小3・4

士衛塾総本部 タッシュ　マイケル 15北信越準優勝 2015/5/10 小3・4

會士館 佐藤　大和 15北信越選抜 2015/5/10 小3・4

會士館 杉原　羽空 15北信越選抜 2015/5/10 小3・4

神武館 永井　僾 15福島選抜 2015/6/7 小3・4

極真安斎福島 安斎　優翔 15福島選抜 2015/6/7 小3・4

極真安斎福島 齋藤　陽向 15福島選抜 2015/6/7 小3・4

礼心会 若林　結 15南関東4位 2015/6/21 小3・4

極真埼玉木村 新井　悠月 15南関東優勝 2015/6/21 小3・4

極真千葉中川 小倉　翔 15南関東準優勝 2015/6/21 小3・4

極真神奈川港北 勅使河原　倖汰 15南関東3位 2015/6/21 小3・4

極真広島 原田　岳長 15広島優勝 2015/6/21 小3・4

極真広島 谷川　海斗 15広島準優勝 2015/6/21 小3・4

極真広島 金光　強太 15広島3位 2015/6/21 小3・4

極真広島 生田　颯佑 15広島4位 2015/6/21 小3・4

極真安斎福島 橋本　勝哉 15東北選抜 2015/7/19 小3・4

極真安斎福島 桑原　悠成 15東北選抜 2015/7/19 小3・4

極真安斎福島 酒井　春人 15東北3位 2015/7/19 小3・4

極真栃木 戸沢　凌冠 14全日本優勝 2014/10/4 小5・6

礼心会 脇田　優泉 14冬季南関東準優勝 2014/12/14 小5・6

極真安斎福島 関口　瑠輝弥 14北関東選抜 2014/12/21 小5・6

極真東京佐藤 法月　颯 14北関東準優勝 2014/12/21 小5・6

極真安斎福島 田中　愛美 14北関東4位 2014/12/21 小5・6

礼心会 若林　真 14北関東4位 2014/12/21 小5・6

極真北海道 三枝　悠晟 15北海道優勝 2015/4/19 小5・6

極真北海道諸澤 藤田　大地 15北海道3位 2015/4/19 小5・6
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極真北海道 神山　侑季 15北海道3位 2015/4/19 小5・6

極真北海道 関口　那瑠 15北海道準優勝 2015/4/19 小5・6

士衛塾総本部 佐藤　空也 15北信越3位 2015/5/10 小5・6

士衛塾総本部 斉藤　春来 15北信越優勝 2015/5/10 小5・6

極真安斎福島 蒲田　悠斗 15北信越4位 2015/5/10 小5・6

士衛塾総本部 佐藤　幸太 15北信越選抜 2015/5/10 小5・6

士衛塾総本部 高田　暁斗 15北信越選抜 2015/5/10 小5・6

士衛塾総本部 村越　崇倖 15北信越選抜 2015/5/10 小5・6

極真秋田 石川　翔一朗 15福島選抜 2015/6/7 小5・6

神武館 永井　創 15福島選抜 2015/6/7 小5・6

極真安斎福島 中澤　心斗 15福島4位 2015/6/7 小5・6

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 小林　右宗 15南関東3位 2015/6/21 小5・6

極真浜井静岡愛知 安川　莉槙 15南関東優勝 2015/6/21 小5・6

極真神奈川港北 岩元　虎太郎 15南関東4位 2015/6/21 小5・6

礼心会 川島　丈弥 15南関東5位 2015/6/21 小5・6

志誠館 藤本　麗亜 15広島優勝 2015/6/21 小5・6

志誠館 窪田　陽瑠 15広島準優勝 2015/6/21 小5・6

勇気会 福田　颯斗 15広島3位 2015/6/21 小5・6

極真福岡 難波　陽生 15広島4位 2015/6/21 小5・6

極真安斎福島 山本　陸斗 15東北4位 2015/7/19 小5・6

極真安斎福島 仲野　裕太 15東北選抜 2015/7/19 小5・6

極真秋田 佐藤　雪花 15東北選抜 2015/7/19 小5・6

極真北海道 浜埜　莉奈 15北海道選抜 2015/4/19 中学女子

極真北海道 花山　結菜 15北海道優勝 2015/4/19 中学女子

士衛塾総本部 二階　なぎさ 15北信越4位 2015/5/10 中学女子

士衛塾総本部 渡辺　実咲 15北信越3位 2015/5/10 中学女子

士衛塾総本部 浅見　好 15北信越準優勝 2015/5/10 中学女子

士衛塾総本部 横山　凜奈 15北信越優勝 2015/5/10 中学女子

士衛塾総本部 石川　瀬渚 15北信越選抜 2015/5/10 中学女子

極真安斎福島 遠藤　ちひろ 15福島3位 2015/6/7 中学女子

極真安斎福島 渡辺　美森 15福島選抜 2015/6/7 中学女子

極真浜井愛知石川 平原　澪 15広島優勝 2015/6/21 中学女子

極真広島 松野下　ひかり 15広島準優勝 2015/6/21 中学女子

極真城西笹塚 土田　隼 14冬季南関東選抜 2014/12/14 中学男子

極真城東新小岩 松下　悠登 14冬季南関東優勝 2014/12/14 中学男子

極真神奈川座間 一杉　雄翔 14冬季南関東優勝 2014/12/14 中学男子

極真安斎福島 安部　湧大 14北関東3位 2014/12/21 中学男子

極真安斎福島 小山田　継斗 14北関東3位 2014/12/21 中学男子

極真安斎福島 角田　風馬 14北関東優勝 2014/12/21 中学男子

KWF極真千葉 落合　真士 14北関東選抜 2014/12/21 中学男子

極真埼玉木村 新井　隆仁 14北関東準優勝 2014/12/21 中学男子

極真栃木 松本　魁人 14北関東4位 2014/12/21 中学男子

極真北海道 関口　幸佑 15北海道3位 2015/4/19 中学男子

極真北海道 久保　龍生 15北海道優勝 2015/4/19 中学男子

極真北海道 鈴木　快都 15北海道3位 2015/4/19 中学男子

極真北海道 鈴木　志佳 15北海道準優勝 2015/4/19 中学男子

士衛塾総本部 森永　貴藤 15北信越優勝 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 栁　武志 15北信越4位 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 鷲本　康樹 15北信越3位 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 佐藤　優人 15北信越準優勝 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 羽賀　拓海 15北信越選抜 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 入澤　秀成 15北信越選抜 2015/5/10 中学男子

士衛塾総本部 渡辺　凜太郎 15北信越選抜 2015/5/10 中学男子

極真安斎福島 宗像　朝日 15福島4位 2015/6/7 中学男子

極真安斎福島 齊藤　佑成 15福島選抜 2015/6/7 中学男子

極真安斎福島 伊藤　大翔 15福島選抜 2015/6/7 中学男子

極真埼玉木村 児玉　航太郎 15南関東選抜 2015/6/21 中学男子

極真神奈川港北 渡邉　諒 15南関東選抜 2015/6/21 中学男子

極真神奈川港北 林田　翔太 15南関東選抜 2015/6/21 中学男子
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MAC江戸川 平野　可偉 15南関東選抜 2015/6/21 中学男子

極真広島 進　大河 15広島3位 2015/6/21 中学男子

志誠館 吉谷　碧海 15広島優勝 2015/6/21 中学男子

志誠館 脇本　公誠 15広島準優勝 2015/6/21 中学男子

志誠館 河村　健介 15広島4位 2015/6/21 中学男子

極真安斎福島 瀧澤　空 15東北4位 2015/7/19 中学男子

礼心会 大塚　嘉代子 14冬季南関東選抜 2014/12/14 ﾏｽﾀｰ女子

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 小林　千明 14冬季南関東優勝 2014/12/14 ﾏｽﾀｰ女子

KWF極真千葉 長谷川　由海 14全日本優勝 2014/10/4 一般女子

極真栃木 戸沢　綾花 14全日本優勝 2014/10/4 一般女子

極真城西笹塚 山本　絹恵 14冬季南関東優勝 2014/12/14 一般女子

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 青木　優佳 14冬季南関東選抜 2014/12/14 一般女子

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 遠藤　暁音 14冬季南関東選抜 2014/12/14 一般女子

極真栃木 菅井　茉莉 14北関東3位 2014/12/21 一般女子

極真栃木清原台 新井　留美 14北関東4位 2014/12/21 一般女子

極真北海道 山本　浩子 15北海道準優勝 2015/4/19 一般女子

極真北海道 渡邊　倫香 15北海道選抜 2015/4/19 一般女子

極真安斎福島 白土　洋子 15北海道優勝 2015/4/19 一般女子

士衛塾総本部 加藤　らら 15北信越準優勝 2015/5/10 一般女子

士衛塾総本部 浅見　和 15北信越優勝 2015/5/10 一般女子

北杜塾 柴田　萌 15福島準優勝 2015/6/7 一般女子

極真安斎福島 髙橋　玲奈 15福島選抜 2015/6/7 一般女子

極真安斎福島 久野　未希 15福島優勝 2015/6/7 一般女子

極真東京川端 高野　遥 15南関東選抜 2015/6/21 一般女子

ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 宮森　いずみ 15南関東選抜 2015/6/21 一般女子

極真広島 藤田　彩未 15広島準優勝 2015/6/21 一般女子

志誠館 冨山　莉奈 15広島優勝 2015/6/21 一般女子

極真東京川端 黒澤　光一 14冬季南関東選抜 2014/12/14 ｼﾆｱ男子

礼心会 大橋　義則 14冬季南関東優勝 2014/12/14 ｼﾆｱ男子

極真東京川端 門田　靜明 14北関東3位 2014/12/21 ｼﾆｱ男子

極真北海道 森野　利哉 15北海道優勝 2015/4/19 ｼﾆｱ男子

極真北海道 松村　博文 15北海道選抜 2015/4/19 ｼﾆｱ男子

KWF極真千葉 中村　幸一 14全日本優勝 2014/10/4 ﾏｽﾀｰ男子

極真城西笹塚 鈴木　竜太郎 14冬季南関東選抜 2014/12/14 ﾏｽﾀｰ男子

礼心会 仲村　勉 14北関東準優勝 2014/12/21 ﾏｽﾀｰ男子

極真栃木矢板 松本　光雄 14北関東優勝 2014/12/21 ﾏｽﾀｰ男子

MAC江戸川 栗原　啓二 14北関東4位 2014/12/21 ﾏｽﾀｰ男子

極真北海道 小豆畑　賢一 15北海道優勝 2015/4/19 ﾏｽﾀｰ男子

極真北海道 谷山　直樹 15北海道選抜 2015/4/19 ﾏｽﾀｰ男子

極真東京佐藤 岡田　晃之 15南関東選抜 2015/6/21 ﾏｽﾀｰ男子

士衛塾総本部 渡邊　剛瑠 14全日本優勝 2014/10/4 一般男子

士衛塾総本部 渡辺　飛鳥 14全日本優勝 2014/10/4 一般男子

極真城東新小岩 田中　亨 14冬季南関東優勝 2014/12/14 一般男子

極真神奈川港北 三田　翼 14冬季南関東選抜 2014/12/14 一般男子

極真東京佐藤 宇津木　耀祐 14北関東準優勝 2014/12/21 一般男子

極真栃木佐野 秋草　学 14北関東選抜 2014/12/21 一般男子

極真北海道 柴田　大輝 15北海道優勝 2015/4/19 一般男子

極真北海道 久保　諒真 15北海道選抜 2015/4/19 一般男子

士衛塾総本部 五十嵐　駆 15北信越4位 2015/5/10 一般男子

開志学園高校 高井　駿也 15北信越3位 2015/5/10 一般男子

極真安斎福島 津守　智也 15福島3位 2015/6/7 一般男子

極真安斎福島 津守　大智 15福島優勝 2015/6/7 一般男子

極真千葉中川 浜尾　友都 15南関東優勝 2015/6/21 一般男子

極真浜井静岡愛知 古田　宙夢 15南関東選抜 2015/6/21 一般男子

KWF極真千葉 髙橋　成蓮 15南関東選抜 2015/6/21 一般男子

KWF極真千葉 松本　隆太 15南関東選抜 2015/6/21 一般男子

極島安斎福島 上石　渓 15東北優勝 2015/7/19 一般男子


