
階級 名前 道場名 予選点数 最終順位
全日本
権獲得

選抜　小学２年 和工田　樹希 極真坂本　金町 67.5 1 既得

選抜　小学２年 佐藤　優心 極真　佐藤 65 2 既得

選抜　小学２年 島田　晟汰 極真坂本　金町 65 3 〇
選抜　小学２年 酒井　優希 極真坂本　金町 60.5 4 〇

選抜　小学３年 青山　泰士 礼心会 64.5 1 既得

選抜　小学３年 新矢　羽空丸　 極真坂本　金町 64 2 既得

選抜　小学３年 山崎　詩月 尚道館 62.5 3 既得

選抜　小学３年 丸山　丈翔 極真坂本　金町 60 4 〇
選抜　小学３年 大谷　楓真 礼心会 60 5 既得

選抜　小学３年 笹井　啓太 極真　横浜田中 58.5 6 〇
選抜　小学３年 齋藤　龍佑 極真　横浜田中 58 7 既得

選抜　小学３年 酒井　清智　 極真坂本　金町 57 8 既得

選抜　小学４年 多良間　信公 極真坂本　金町 71 1 既得

選抜　小学４年 佐藤　愛里 極真　佐藤 69.5 2 既得

選抜　小学４年 佐藤　秋哉 極真坂本　金町 66.5 3 〇
選抜　小学４年 渡邉　幸之助　 極真　横浜田中 65 4 既得

選抜　小学４年 築山　蒼太 極真坂本　金町 64 5 〇
選抜　小学４年 池田　結人 極真坂本　城西 63 6

選抜　小学４年 須藤　紅緒 極真坂本　城西 62.5 7 〇

選抜　小学５年（男子） 加古　翔稀　 極真坂本　金町 75 1 既得

選抜　小学５年（男子） 寉岡　修汰 礼心会 67 2 既得

選抜　小学５年（男子） 渡辺　桜貴　 極真坂本　秦野 65 3 既得

選抜　小学５年（男子） 佐藤　玲王 極真坂本　武蔵小山 63 4 既得

選抜　小学５年（男子） 島田　龍汰 極真坂本　金町 61 5 〇
選抜　小学５年（男子） 藤沢　虎太郎 極真坂本　秦野 60.5 6 〇
選抜　小学５年（男子） 岡川　恵士 和塾 59 7

選抜　小学５年（女子） 和工田　笑莉 極真坂本　金町 70 1 既得

選抜　小学５年（女子） 計良　あゐる　 礼心会 64 2 既得

選抜　小学５年（女子） 図師　礼華 極真坂本　城西 63 3 既得

選抜　小学５年（女子） 髙橋　優円 礼心会 欠場

選抜　小学５年（女子） 田中　美らら 極真　佐藤 欠場

選抜　小学６年（男子） 田中　隼人 極真坂本　金町 77.5 1 〇
選抜　小学６年（男子） 只野　虎太郎 極真坂本　金町 78 2 既得

選抜　小学６年（男子） 佐藤　海璃 極真坂本　金町 72.5 3 〇
選抜　小学６年（男子） 川村　慶太 極真坂本　城西 71 4 既得

選抜　小学６年（男子） 山崎　慈明　 礼心会 70.5 5 既得

※階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。

【選抜】　最高点１００点

第４回東日本型大会　　採点結果表　　（予選の点数を表示）
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選抜　小学６年（男子） 折原　寧紀 極真坂本　金町 70 6
選抜　小学６年（男子） 䦰目　佑真 極真　佐藤 68 7 既得

選抜　小学６年（男子） 林　莉希 極真　佐藤 68 7
選抜　小学６年（男子） 杉渕　敬人 極真　佐藤 66.5 9 既得

選抜　小学６年（男子） 道下　誠太郎 極真　横浜田中 65.5 10

選抜　小学６年（男子） 吉田　虎之介 礼心会 61 11
選抜　小学６年（男子） 上滝　悠史 尚道館 欠場

選抜　小学６年（男子） 佐藤　奨悟 尚道館 欠場

選抜　小学６年（女子） 西元　花果　 極真　佐藤 72.5 1 既得

選抜　小学６年（女子） 澤田　莉奈 極真　佐藤 79.5 2 既得

選抜　小学６年（女子） 新田　彩姫 極真坂本　城西 70.5 3 既得

選抜　小学６年（女子） 前田　遥 極真　千葉ＫＷＦ 67 4 〇
選抜　小学６年（女子） 大谷　千冬 礼心会 66 5 既得

選抜　小学６年（女子） 本谷　澪百菜 和塾 65 6 〇
選抜　小学６年（女子） 内山　愛理 和塾 62.5 7

階級 名前 道場名 予選点数 最終順位
全日本
権獲得

選抜　中学生　（男子） 与那嶺　太翔　 極真坂本　座間 72.5 1 既得

選抜　中学生　（男子） 武島　哲平 極真坂本　金町 73.5 2 既得

選抜　中学生　（男子） 茂櫛　晴　(中3) 極真坂本　栃木 70.5 3 〇
選抜　中学生　（男子） 山崎　龍之介　(中1) 尚道館 69.5 4 〇
選抜　中学生　（男子） 松本　成己　(中1) 極真坂本　金町 62.5 5 〇
選抜　中学生　（男子） 古川　和毅 礼心会 62 6
選抜　中学生　（男子） 今村　大楽　 極真　埼玉木村 61 7 既得

選抜　中学生　（男子） 梅澤　尚暉 和塾 61 7
選抜　中学生　（男子） 渡部　玄 極真　佐藤 60 9

選抜　中学生　（男子） 熊川　駿也 礼心会 60 9

選抜　中学生　（男子） 上田　健太 礼心会 59.5 11
選抜　中学生　（男子） 岡川　紘大 和塾 58 12

選抜　中学生　（女子） 加古　琴心 極真坂本　金町 74 1 〇
選抜　中学生　（女子） 茂櫛　明 極真坂本　栃木 73.5 2 〇
選抜　中学生　（女子） 広瀬　遥香 極真坂本　金町 71 3 既得

選抜　中学生　（女子） 日尾　心優 武奨館 70 4

選抜　中学生　（女子） 上村　莉央 極真　埼玉県今井 66 5

選抜　シニア男子 東　真巳 極真坂本　座間 69.5 1 〇
選抜　シニア男子 藤崎　茂樹　 極真坂本　金町 60 2 既得

選抜　シニア男子 熊田　明雄 拳優会クラブ 58.5 3 〇



階級 名前 道場名 予選点数 最終順位
全日本
権獲得

※階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。

【選抜】　最高点１００点

第４回東日本型大会　　採点結果表　　（予選の点数を表示）

選抜　マスター　女子 新田　あゆか 極真坂本　城西 64 1 〇
選抜　マスター　女子 小野　美紀　 礼心会 欠場 既得

選抜　マスター　男子 宇山　洋平 極真坂本　座間 65.5 1 〇
選抜　マスター　男子 鈴木　崇史　 礼心会 欠場 既得

選抜　一般　男子　（高校生～加古　眞仁 極真坂本　金町 77.5 1 〇
選抜　一般　男子　（高校生～本谷　颯也斗 和塾 77 2 〇
選抜　一般　男子　（高校生～梅澤　和暉 和塾 71 3

は入賞者



※階級ごとの最初に演武を行なった選手を基準とするため、各階級によって点数にばらつきがあります。

階級 チーム名 メンバー メンバー 予選点数 最終順位
全日本
権獲得

小関　優心
只野　虎太郎
佐藤　愛里
澤田　莉奈
佐藤　秋哉
多良間　信公
寉岡　修汰
山崎　慈明
杉渕　敬人
林　莉希
池田　結人
須藤　紅緒
川村　慶太
新田　彩姫
計良　あゐる
大谷　千冬
大谷　楓真
青山　泰士

茂櫛　明
茂櫛　晴
加古　翔稀
加古　琴心
熊川　駿也
上田　健太
上村　美波
上村　莉央

若林　結
若林　恵子
新田　あゆか
山本　絹恵

多良間　信公
島田　龍汰
只野　虎太郎
佐藤　秋哉
和工田　笑莉
加古　翔稀
笹井　啓太
渡邉　幸之助
道下　誠太郎

加古　琴心
広瀬　遥香
渡邊　朱莉
小関　優心
佐藤　海璃
松本　成己
古川　和毅
熊川　駿也
上田　健太

は入賞者

選抜　団体戦　中学生 チームＫＳＫ 礼心会 67 3 〇

選抜　団体戦　中学生 金町道場三人組 極真坂本　金町 74 2 既得

選抜　団体戦　中学生 Gooddess of victory 極真坂本　金町 71.5 1 〇

選抜　団体戦　小学生 田中牧場 極真　横浜田中 70.5 3 〇

選抜　団体戦　小学生 １位とるぞ！金町道場 極真坂本　金町 76 2 既得

選抜　団体戦　小学生 イエロートリオ 極真坂本　金町 74.5 1 既得

選抜　ＤＵＯ　一般 絹と鮎 極真坂本　城西 2 既得

選抜　ＤＵＯ　一般 チームＷ 礼心会 1 〇

選抜　ＤＵＯ　中学生 今井道場 極真　埼玉県今井 59.5 4 既得

選抜　ＤＵＯ　中学生 ギンビス 礼心会 60.5 3 既得

選抜　ＤＵＯ　中学生 Spiritz 極真坂本　金町 70 2 既得

選抜　ＤＵＯ　中学生 茂櫛兄妹 極真坂本　栃木 70.5 1 〇

選抜　ＤＵＯ　小学生 ＰＫキッズ 礼心会 58 9

選抜　ＤＵＯ　小学生 ウメーズ 礼心会 60 7 既得

選抜　ＤＵＯ　小学生 反抗期 極真坂本　城西 60 7

選抜　ＤＵＯ　小学生 方南パワーアップ 極真坂本　城西 60.5 6

選抜　ＤＵＯ　小学生 ＲＫ 極真　佐藤 63.5 5 既得

選抜　ＤＵＯ　小学生 スピリッツ 礼心会 64.5 4
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【選抜】　最高点１００点

選抜　ＤＵＯ　小学生 最強イエロー 極真坂本　金町 70 1 〇

選抜　ＤＵＯ　小学生 １位狙うぞ！金町ＤＵＯ 極真坂本　金町 66.5 3 〇
選抜　ＤＵＯ　小学生 Ｒ-１ 極真　佐藤 69.5 2 既得


