
【2022年8月28日(日) 松任総合運動公園 啓武館】

カテゴリー

初心幼年(年少・年中) 飯山　駿人 極真小井道場

初心幼年(年長) 山中　太陽 武奨館高岡 大倉　晴菜 男塾名東 寄田　咲良 武奨館鳴和 村中　絢侍 盟武会木下道場

初心小学1年 重光　健伍 尚道館 坂野　煌華 勲心會 坪内　葵衣 極真浜井石川 野守　耀 正道会館正天會

初心小学2年 上野　暖翔 七州会 楠　海翔 政浦道場

初心小学3年 金久　櫂士 武奨館本部

初心小学4年 中口　太馳 桜塾

初心小学5年 谷川　勇大 武心会

初級幼年 後藤　獅虎 武奨館高岡

初級小学1年男子 坂井　芽樹 盟武会木下道場 村岡　鉄章 川田道場

初級小学2年男子 坂森　海仁 武奨館本部 小林　飛州馬 武奨館本部

初級小学3年男子 東郷　海音 桜塾 新谷　真矢 桜塾 長山　拓未 武奨館鳴和 藤島　晟我 武奨館小松

初級小学4年男子 塩屋　りく 嶋田塾 古川　大翔 極真手塚福井師田

初級小学5年男子 勝田　新 桜塾

初級小学6年男女混合 佐々木　徠亜 桜塾 石川　好佑 武心会

初級小学1・2年女子 景山　桃羽 至道会館

初級小学3年女子 林　夏菜 眞琉會

初級小学5年女子 玉作　柚乃 正樹道場

中級小学2年男子 経澤　歩蓮 極真小井道場

中級小学3年男子 橋野　維吹 正樹道場 石田　魁聖 極真坂本福井 坪内　慶真 極真浜井石川 山崎　旦陽 武奨館高岡

中級小学4年男子 國納　煌生 武奨館本部 髙島　碧 武奨館砺波

中級小学5年男子 北川　颯真 極真小井道場 赤星　世絆 極真坂本福井 山田　怜依 武奨館本部 升井　結規 武心会

中級小学6年男子 間野　海聖 極真浜井石川 田近　優翔 尚道館

中級中学男子 中谷　大和 武奨館本部 藤井　瑛汰 尚道館

中級小学2年女子 守田　瑠璃子 極真浜井石川

中級小学3年女子 中谷　ひなた 極真浜井石川

中級小学5年女子 治居　杏純 桜塾

上級幼年男子 林　慶次朗 眞琉會 坊下　蒼太朗 極真浜井石川

上級小学1年男子 桝田　智也 極真浜井石川 青木　琉亜 空會館

上級小学2年男子 金﨑　蓮太郎 祐心会 押上　力丸 極真石川竹吉 安藝　龍雄馬 桜塾 厚川　來 極真神奈川井上

上級小学3年男子 藤田　莉王 LAGYM藤田道場 楠田　陸 極真中崎大東野崎 横井　陽東 新誠會 島岡　蓮 極真浜井石川

上級小学4年男子30㎏未満 洲﨑　耕太郎 正樹道場 𠮷澤　龍之介 昭武館 牛尾　隆成 極真神奈川井上

上級小学4年男子30㎏以上 田中　湊 閃捷塾 坂井　風天 極真浜井石川 川端　英太朗 桜塾 安藝　飛雄馬 桜塾

上級小学5年男子35㎏未満 野﨑　颯斗 正樹道場 川瀬　雄士朗 極真坂本福井 川上　勇真 極真浜井石川 大谷内　洸 桜塾
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上級小学5年男子35㎏以上 谷口　楓祈 聖心會 横井　敬人 新誠會 大坪　海斐 武奨館砺波 柳谷　龍汰 武奨館本部

上級小学6年男子40㎏未満 村上　雄哉 聖心會 重松　佑星 大心館 齊藤　輝 佐藤道場 角谷　悠真 極真石川竹吉

上級小学6年男子40㎏以上 奥村　勇仁 勲心會 山田　幸乃丞 佐藤道場

上級中学1年男子50㎏未満 谷口　遼磨 聖心會 長山　翔悟 正樹道場 竹内　望人 七州会 大坂　元 尚道館

上級中学1年男子50㎏以上 奥村　珀斗 武奨館鳴和 池田　瑛都 極真浜井石川

上級中学2年男子55㎏未満 岩野　歩夢 中山道場 大野　朔多郎 武奨館砺波 武部　翔太 武奨館砺波 澤　洸太朗 武奨館鳴和

上級中学2年男子55㎏以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

上級中学3年男子60㎏未満 三木　音潤 至道会館 中村　洸誠 極真浜井石川

上級中学3年男子60㎏以上 石田　虎琉 拳真流チームアキラ

上級高校男子65㎏未満 山川　慧大 真誠塾 坪川　慶裕 極真手塚福井師田

上級高校男子75㎏未満 中山　星音 桜塾

上級高校男子75㎏以上 三木　翔斗 至道会館

上級幼年女子 久野　陽菜美 立志会

上級小学1年女子 東　想乃 武奨館本部

上級小学2年女子 久野　由衣菜 立志会

上級小学3年女子 山田　琉衣 武奨館本部

上級小学4年女子30㎏未満 木下　真珠華 聖心會 髙島　いと葉 誠真会館杉並

上級小学4年女子30㎏以上 水岡　緒花 極真浜井石川 間野　杏里 極真浜井石川

上級小学5年女子35㎏未満 中島　初椛 空會館 山科　心潤 極真中崎関西本部

上級小学5年女子35㎏以上 中山　星來 桜塾 藤田　星莉 桜塾

上級小学6年女子40㎏未満 守田　妃吹 極真浜井石川 中村　結愛 川田道場

上級小学6年女子40㎏以上 小坂　鈴乃 正樹道場 林　芽衣奈 心想流和田道場

上級中学1年女子40㎏未満 木下　舞桜 聖心會

上級中学1年女子40㎏以上 中村　碧葉 極真浜井石川

上級中学2年女子45㎏未満 西山　空那 空會館 吉田　暖海 武奨館鳴和

上級中学2年女子45㎏以上 林　美月 心想流和田道場

上級中学3年女子50㎏未満 指江　咲妃 正樹道場

上級高校女子53㎏未満 小笠原　ゆい 聖心會


