
体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(25)　高1男子　軽量　-60K

901

902

52 168 準初段

903

904

東京東支部 ﾀﾀﾞ ﾖｳｾｲ 多田

905

906

西山道場 ﾓﾘﾀ 勇作

907

908

西神奈川支部 ｺﾀﾞﾏ ﾚﾝ 小玉

909

910

埼玉中央道場 ｵﾐ 翼

911

912

桜塾 ﾊｼﾓﾄ ｶﾞｸﾄ 橋本

913

914

広島支部 ﾌｼﾞﾊﾗ 郁也

915

916

東京東支部 ｶﾅｲ ﾜﾀﾙ 金井

917

918

厚木・赤羽支部 ｸﾘﾊﾗ 和紀

921

919

920

正信館 ｺｳﾉ

桜塾 ﾏﾂｲ ｶｲｷ 松井 海輝

55 161 初段 淑徳巣鴨空手道部 ﾓﾘｵ ｼｭｳﾍｲ 森尾 周平

59 164 初段 耀成

59 169 初段 長野支部 ﾓﾘ ﾕｳｻｸ 森 優作

51 164 初段 ﾕｳｻｸ 森田

53 168 1級 武心塾 ﾀｹｳﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 竹内 麟太郎

55 157 3級 怜

59 166 初段 魚本流 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 細川 昴大

57 170 6級 ﾂﾊﾞｻ 尾身

50 158 初段 東京東支部 ｶﾅｲ ｽｸﾞﾙ 金井 卓

54 163 準初段 岳登

51 165 初段 極真空手道清野道場 ﾊﾏﾂｶ ｲﾌﾞｷ 浜塚 伊吹

56 171 1級 ﾌﾐﾔ 藤原

59 176 1級 大阪東部支部 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝﾔ 村上 俊弥

50 158 初段 渉

58 163 2級 兵庫中央支部 ｵｵﾊｼ ﾁｶﾗ 大橋 主税

51 161 2級 ｶｽﾞｷ 栗原

59 169 1級 桜塾 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾙ 北川 称琉

52 161 初段 ﾕｳﾀ 河野 裕太

53 163 1級 北海道支部外舘道場 ﾀｶ ﾏｻｱｷ 髙 真誠

57 174 準初段 竹原 慎之亮魚本流 ﾀｹﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(26)　高1男子　重量　+60K

922

923

80 173 初段

924

925

淑徳巣鴨空手道部 ｲｿﾉ ﾀｲｷ 磯野

926

927

叢林塾 ｵｵﾀ 翔也

928

929

福岡支部 ﾆｼﾏｷ ｺｳｸ 西牧

930

931

大阪東部支部 ｿﾉﾊﾗ 太一

932

933

高知支部 ﾅｶﾋﾗ ｴｲﾄ 中平

934

935

厚木・赤羽支部 ﾅｶｼﾞﾏ 功樹

936

938

937

神奈川東横浜支部 ｻﾑｶﾜ

高知支部 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾄ 松田 拓人

65 165 1級 栃木支部 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ 篠原 優太

82 160 3級 太暉

62 166 2級 福岡支部 ﾅｶﾞｵ ﾖｳﾍｲ 長尾 洋平

63 166 初段 ｼｮｳﾔ 太田

65 174 8級 西東海道場 ﾌｶﾜ ﾀﾞｲｷ 布川 大喜

110 179 3級 航駆

82 177 初段 静岡西支部 ﾔﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 谷中 宏太朗

67 168 初段 ﾀｲﾁ 其原

74 171 初段 千葉南支部 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 和田 欣大

74 168 1級 栄人

63 167 1級 武心塾 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 下村 真道

71 170 4級 ｺｳｷ 中島

72 170 初段 極真館 ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 金田 凌弥

84 174 1級 ﾖｼﾔ 寒川 義也

75 164 1級 大阪神戸湾岸支部 ｵｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ 岡田 瑛史

70 170 2級 和田 聖瑠福岡支部 ﾜﾀﾞ ｾｲﾙ



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(27)　高2男子　軽量　-65K

940

941

64 164 初段

942

943

東京城南川崎支部 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 竹内 晃太郎

944

945

滋賀中央支部 ﾆｼｶﾜ ﾘｷﾔｽ60 170

946

947

大阪東部支部 ﾁｼｷ ｶｽﾞﾔ 知識 和也

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

948

949

淑徳巣鴨空手道部 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾀｶ

953

大阪阪南道場

950

951

魚本流

956

939

954

955

952

世田谷・杉並支部 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾎﾀｶ 若林 武尊

57 170 1級 新潟支部 ﾓﾘｻﾜ ｻﾄﾙ 森澤 悟

59 170 4級 福岡支部 ｶﾈﾀﾞ ﾀﾀﾞｷ 金田 忠樹

61 172 2級

64 170 初段 武心塾 ｻﾜｸﾞﾘ ｺｳｷ 澤栗 光輝

初段 西川 力安

61 173 初段 淑徳巣鴨空手道部 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝ 飯塚 駿

57 162 初段

57 163 初段 星和会館 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 速水 大輝

63 164 弐段 岡﨑 陽孝

60 160 初段 南大阪支部 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中村 裕太

58 170 初段 伊藤 淳平

62 170 1級 福岡支部 ﾋﾉ ﾋﾛｷ 日野 博貴

64 168 初段 ﾏﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 真鍋 光太郎

61 174 初段 埼玉武蔵支部 ｽｷﾞﾉ ﾌﾐﾔ 杉野 史弥

64 166 初段 長野支部 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 山下 雄之

63 162 初段 空真会 ﾌﾙｷ ｾｲﾔ 古木 誠也

62 172 1級 大阪北摂支部 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｷ 近藤 立基



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(28)　高2男子　重量　+65K

958

959

95779 174 準初段 桜塾 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚﾝ 北川 連

96 177 初段 大阪神戸湾岸支部 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 岡田 侑己

78 167 初段 福岡支部 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 江口 雄智



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

969

968

967

966

木下 毅顕

961

960

武心塾 ｷﾉｼﾀ ﾀｹｱｷ

63

(29)　高3男子　軽量　-70K

970

965

964

963

962

167 1級 北海道支部外舘道場 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲ 吉田 勇偉

66 168 初段 総本部道場 ｼﾑﾗ ｽｽﾞﾘ 志村 朱々璃

68 173 初段

68 171 準初段 誠拳會館 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 後藤 孝洋

65 176 3級 長崎支部 ｵｵﾐﾈ ﾕｳｽｹ 大峯 友輔

65 172 無級 高知支部 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾋﾛ 廣田 将大

64 167 初段 極真会館浜井派 ｱｻｲ ﾋﾄｼ 麻井 仁

69 164 初段 奄美支部 ﾐﾄﾞﾘ ﾀｹｼ 緑 武士

62 162 8級 京都南支部 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 山田 拓磨

65 172 初段 和歌山支部 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾏ 大谷 祥真

67 167 初段 栃木支部 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中村 純一



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(30)　高3男子　重量　+70K

971

972

95 178 1級 神奈川東横浜支部 ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳ 長尾 凌

95 178 初段 立石 達也長崎支部 ﾀﾃｲｼ ﾀﾂﾔ



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

(31)　高校女子　軽量　-55K

973

974

51 159 弐段

975

976

和歌山支部 ｶﾒｲ ﾐﾕ 亀井

977

978

高知支部 ﾔﾏｻｷ 愛実

979

980

FSA拳真館 ｵｵｷ ｻﾘﾅ 大木

981

982

愛知山本道場 ｼｮｳｸﾞﾁ 美希

983

984

覇道會館 ﾜｶﾏﾂ ﾌｳｶ 若松

985

986

栃木支部 ﾅｶｶﾞﾜ 林香

987

988

広島支部 ﾌｸｵｶ ﾘｵ 福岡

989

990

和歌山支部 ﾎｿﾀﾞ くるみ

淑徳巣鴨空手道部 ｱｵﾔｷﾞ ｳﾐｶ 青柳 海花

50 154 2級 世田谷・杉並支部 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾗ 立山 紗羅

47 156 初段 海祐

54 152 2級 叢林塾 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 西本 麗菜

52 150 初段 ﾏﾅﾐ 山﨑

50 153 初段 東京東支部 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾐ 松本 綾美

52 162 初段 紗理奈

50 151 1級 極真会館埼玉県木村道場 ｱｻｺ ﾚｲﾐ 浅古 麗美

53 156 1級 ﾐｷ 将口

53 159 初段 極真会館浜井派 ｺﾏﾂ ｾｴﾊ 小松 せえは

47 157 2級 風夏

46 149 初段 国際極真武道空手連盟千志會 ﾐﾔｹ ﾓﾓｶ 三宅 百加

54 166 初段 ﾘﾝｶ 中川

45 148 初段 西山道場 ｷｸｶﾜ ﾕｲ 菊川 結衣

54 160 1級 里緒

52 158 1級 志焔塾 ﾏﾙﾉ ﾏﾕ 丸野 真優

50 150 初段 ｸﾙﾐ 細田

50 152 初段 粟井 茉実千葉南支部 ｱﾜｲ ﾏﾐ



体重 身長 段級位 所属 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 名ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 ｾﾞｯｹﾝ

993

992

991

999

998

997

996

995

(32)　高校女子　重量　+55K

994

東京城南川崎支部 ｳﾗﾅｶ

ｼﾝﾀ

72 168 2級

1000

極真会館浜井派

大阪東部支部

ﾐｳ 浦中 美夢

60 161 初段 栃木支部 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺ 大塚 優子

57 162 2級 武心塾 ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 篠﨑 万由実

63 161 初段 久保田道場 ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 久保田 千尋

56 155 初段 高知支部 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾅ 篠原 茉奈

66 160 1級 厚木・赤羽支部 ｸﾘﾊﾗ ｱﾕﾐ 栗原 愛弓

56 159 2級 小川道場 ｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 伊藤 円香

62 163 初段 ｶｺ 新田 華子

57 170 初段 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｲﾘ 谷川 彩莉

57 159 初段 さいか高知支部 ﾊﾔｼ ｻｲｶ 林


