
成績 NO 道　　場　　名

優勝 3 芹澤　輪太朗 セリザワ　リンタロウ 井上道場

準優勝 5 稲住　蒼 イナズミ　アオイ 正道会館矢島道場

小学5年男子（中級）無差別の部　　　　　8名

優勝 9 木野内　愛夢 キノウチ　アイム 静空塾

準優勝 13 大高　玲優 オオタカ　リョウユウ 正道会館矢島道場

3位 8 田代　斗真 タシロ　トウマ 井上道場

3位 11 宮地　祐成 ミヤヂ　ユウセイ 静空塾

優勝 16 田代　桃花 タシロ　モモカ 井上道場

優勝 22 松原　莉久斗 マツバラ　リクト 松原道場

準優勝 19 渡邉　隆広 ワタナベ　タカヒロ 新極真会静岡富士道場

優勝 30 越田　力輝 コシタ　リキ 新極真会静岡支部藤枝神保道場

準優勝 28 望月　羚生 モチヅキ　レオ 新極真会静岡富士道場

3位 26 西島　琉煌 ニシジマ　リュウキ 静空塾

3位 34 河上　銀司 カワカミ　ギンジ 神武館野村道場

優勝 38 田代　琴花 タシロ　コトハ 井上道場

準優勝 37 徳倉ひなの トクラ　ヒナノ 静空塾

優勝 44 諸岡　姫勇和 モロオカ　ヒュウマ 新極真会静岡富士道場

準優勝 49 松本　葵羽 マツモト　アオバ 静空塾

3位 40 杉山　陽音 スギヤマ　ハルト 静空塾

3位 45 木野内　桜千 キノウチ　オウセ 静空塾

優勝 80 小川　玄登 オガワ　ハルト 新極真会静岡富士道場

優勝 85 三浦　陽生 ミウラ ハルキ 静空塾

準優勝 86 小図子　煌大 コズシ　コウダイ 新極真会静岡富士道場

優勝 95 小林　一輝 コバヤシ　イツキ 静空塾

準優勝 92 堀川　蓮 ホリカワ　レン 静空塾

3位 90 三浦　春紀 ミウラ ハルキ 三島函南高橋道場

3位 94 栗原　俐喜時 クリハラ　リキジ 井上道場
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小学2年男子（中級）無差別の部　　　　　10名

小学5年男子（初級）無差別の部　　　　　3名

選　　手　　名

小学2年女子（中級）無差別の部　　　　　4名

小学6年男子（中級）無差別の部　　　　　6名

小学4年女子（中級）無差別の部　　　　　3名

小学4年男子（中級）無差別の部　　　　　7名

小学3年男子(中級)無差別の部　　　　　12名

小学4年男子（初級）無差別の部　　　　　6名

小学3年男子（初級）無差別の部　　　　　8名



優勝 98 川岡　瑚乃 カワオカ　コノ 清竜会

準優勝 100 鈴木　夏葵 スズキ　ナツア 究成会

優勝 113 保坂　傳 ホサカ　デン 士衛塾山梨

準優勝 102 村上　煌牙 ムラカミ　コウガ 新極真会静岡富士道場

3位 104 磯部　琥太朗 イソベ　コタロウ 新極真会静岡富士道場

3位 109 上田　朝日 ウエダ　アサヒ 新極真会静岡富士道場

優勝 119 大高　遥斗 オオタカ　ハルト 正道会館矢島道場

準優勝 114 佐野　愛翔 サノ　マナト 三島函南高橋道場

3位 117 橋本　奏太 ハシモト　ソウタ 井上道場

3位 123 霧生　ちよ キリュウ　チヨ 佐藤塾静岡支部

優勝 55 吉田　真翔 ヨシダ　マナト 新極真会静岡富士道場

準優勝 52 宮崎　泰粋 ミヤザキ　タイキ 静空塾

3位 51 山下　桜介 ヤマシタ　オウスケ 松原道場

3位 58 田中　　樹 タナカ　イツキ 神武館野村道場

優勝 63 与五沢　太良 ヨゴサワ　タイラ 静空塾

準優勝 60 國分　羚史 コクブ　レイジ 北晋寺西道場

優勝 68 鈴木　夏向 スズキ　カナタ 究成会

準優勝 74 小澤　歩実 オザワ　アユミ 正道会館矢島道場

3位 69 山本　樹生 ヤマモト　イツキ 究成会

3位 71 飯田　朔士 イイダ　リクト 静空塾

優勝 78 加藤　笑麗 カトウ　エミリ 静空塾

準優勝 76 鈴木マイル スズキ　マイル 神武館野村道場

優勝 125 馬本　真依 マモト　マイ 北晋寺西道場

優勝 126 三澤　航大 ミサワ　コウダイ 極真静岡長澤道場

準優勝 129 芦澤　伶弥 セリザワ　レイヤ 佐藤塾静岡支部

小学2・3年女子（初級）無差別の部　　　　　4名

小学2年男子（初級）無差別の部　　　　　13名

小学1年男女混合（初級）無差別の部　　　　　10名

小学2年男子（無差別）の部　　　　　9名　　　（ＪＡＣ選抜）

幼年年長男女混合（無差別）の部　　　　10名　　　（ＪＡＣ選抜）

幼年年中男女混合（無差別）の部　　　　4名　　　（ＪＡＣ選抜）

高校女子の部　　　　　　　　　　　　　　　　2名　　　（ＪＡＣ選抜）

高校男子（65Kg未満）の部　　　　　　　　　　　　　　　　4名　　　（ＪＡＣ選抜）

小学1年男子（無差別）の部　　　　　7名　　　（ＪＡＣ選抜）



優勝 133 ギル ギル 松原道場

準優勝 130 佐藤　佑星 サトウ　ユウセイ 士衛塾山梨

優勝 134 山本　一心 ヤマモト　イッシン 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 137 三澤　巧弥 ミサワ　コウヤ 極真静岡長澤道場

優勝 143 三木　侑月 ミキ　ユヅキ 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 141 小関　優太 コセキ　ユウタ 極真静岡長澤道場

優勝 146 佐々木　絢実 ササキ　アミ 極真手塚グループ静岡

優勝 147 三木　斡希 ミキ　アツキ 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 151 牛田　夏葵 ウシダ　ナツキ 北晋寺西道場

優勝 156 望月　悠愛 モチヅキ　ユメ 新極真会静岡富士道場

準優勝 152 矢島　裕音 ヤジマ　ヒロネ 正道会館矢島道場

優勝 159 山本　心温 ヤマモト　シオン 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 167 小柴　隆汰 コシバ　リュウタ 静空塾

3位 162 中村　琉冴 ナカムラ　ルウガ 極真会館浜井派木島道場

3位 164 落合　透哉 オチアイ　トウヤ 神武館野村道場

優勝 171 國分　汰翔 コクブ　タイト 北晋寺西道場

準優勝 173 牛田　聖南 ウシダ　セナ 北晋寺西道場

優勝 176 國分　暖和 コクブ　ハルワ 北晋寺西道場

小学6年男子(40kg以上）の部　　　　　　　　　　　　　　6名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学5年女子(35kg未満）の部　　　　　　　　　　　　　　2名　　　　（ＪＡＣ選抜）

中学女子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名　　　　　（ＪＡＣ選抜）

中学1年男子の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学6年女子(無差別）の部　　　　　　　　　　　　　　　7名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学6年男子(40kg未満）の部　　　　　　　　　　　　　10名　　　　（ＪＡＣ選抜）

高校男子（65Kg以上）の部　　　　　　　　　　　　　　　　4名　　　（ＪＡＣ選抜）

中学2・3年男子（55kg未満）の部　　　　　　　　　　　　6名　　　　（ＪＡＣ選抜）

中学2・3年男子（55kg以上）の部　　　　　　　　　　　　4名　　　　（ＪＡＣ選抜）



優勝 178 遠藤　明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

優勝 180 尾澤　頼人 オザワ　ライト 静空塾

準優勝 182 石川　龍馬 イシカワ　リョウマ 静空塾

優勝 186 中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 光山會

準優勝 183 長谷川　晄也 ハセガワ　コウヤ 光山會

優勝 189 作山　稔茂 カクヤマ　ナルモ 静空塾

準優勝 192 折原　漸 オリハラ　ゼン 静空塾

優勝 194 齋藤　歩斗 サイトウ　アユト 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 199 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

3位 198 佐久間　蕾希 サクマ　ライキ 神武館野村道場

3位 201 石川　友聖 イシカワ ユウセイ 静空塾

優勝 205 大古田 汐栞 オオコダ シオリ 神武館野村道場

準優勝 206 齋藤 優菜 サイトウ ユナ 武塾館

優勝 215 菊池　善 キクチ　ゼン 神武館野村道場

準優勝 211 横山　竜輝 ヨコヤマ　タツキ 究成会

3位 210 白坂　大翔 シラサカ　タイガ 静空塾

3位 214 山本　凌己 ヤマモト　リキ 究成会

小学3年男子(無差別)の部　　　　　　　　　　　　　　　　8名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学5年女子(35kg以上）の部　　　　　　　　　　　　　　2名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学5年男子(35kg未満）の部　　　　　　　　　　　　　　4名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学4年男子(30kg未満）の部　　　　　　　　　　　　　　5名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学5年男子(35kg以上）の部　　　　　　　　　　　　　　6名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学4年男子(30kg以上）の部　　　　　　　　　　　　　　9名　　　　（ＪＡＣ選抜）

小学3年女子(無差別)の部　　　　　　　　　　　　　　　　6名　　　　（ＪＡＣ選抜）


