全日本最強決定戦2019大会結果
選抜クラス
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三位

三位

権利獲得

権利獲得

幼年男子
鷲見 琉颯（桜塾）
山﨑創太（昇心塾）
中村 蒼太（松武館）
本杉 一騎（立志会）
小学１年男子
中岸 愛琉斗（内田塾）
髙木 志音（成心會）
河合 琉月（大上會）
生島 大晴（成心會）
増田 智樹（誠流塾）
小学２年男子
橋本 一毅（白蓮堺）
酒井 陽向（立志会）
木下 煌之介（白蓮堺）
鷲見 琉斗（桜塾）
早河 優空（拳王道）
池田 心羽（極真浜井石川）
小学３年男子２７㎏未満
村上 雄哉（聖心會）
竹内 虎和（自然拳法）
中関 礼人（桜塾）
柳田 凌央（桜塾）
正木 彩汰（久保田道場）
小学３年男子２７㎏以上
角 颯人（遂心塾）
中庭 大我（勇輝会館）
小﨑 太雅（真誠塾）
丸茂 拓登（七州会）
橋本 玲生（極真坂本福井）
竹永 龍也（桜塾）
小学４年男子３０㎏未満
小林 城生（昇心塾）
谷口 遼磨（聖心會）
河合 利亜斗（大上會）
瀬尾 旺文（桜塾）
福田 龍成（金森道場）
小学４年男子３０㎏以上
小島 澪（桜塾）
南方 海至人（勇誠会井上）
祖父江 海斗（清凛館）
北島 奏汰（自然拳法）
平尾 太一（桜塾）
西村 晄太朗（真盟会館和泉）
小学５年男子３５㎏未満
田中 琉樹（佐藤道場）
京口 総勝（聖心會）
各務 壮祐（極真浜井愛知）
正木 翔夢（七州会）
山田 響月（七州会）
岩出 嗣実（真門塾）
小学５年男子３５㎏以上
浦山 竜精（武奨館吉村）
本杉 一颯（立志会）
柴田 大夢（義道会館）
草竹哲生（真誠會館）
山口 大福（戦士會）
畑 日丸（眞琉會）
小学６年男子４０㎏未満
川口 一護（澤崎道場）
日比 琉聖（桜塾）
仲辻 碧波（白蓮堺）
伊東 晃玖（真正会全真会館）
平良 亜暉（聖武会館）
渡邉大德（聖武会館）
小学６年男子４０㎏以上
山内 竜徳（闘英館）
中西 亮太（闘英館）
藤田 琥也（桜塾）
松田 流誠（桜塾）
吉岡 煌斗（桜塾）
阿部 秀星（聖武会館）
中学生１年男子４２㎏未満
山川 慧大（真誠塾）
千賀 理一朗（桜塾）
渡辺 龍輝（士衛塾石川）
林 諒芽（桜塾）
八田 銀琉（桜塾）
中村 海斗（寛水流成道會）
中学生１年男子５２㎏未満
岡田 凌平（桜塾）
佐藤 誠真（空武會）
松本 琉壱（空研塾西田）
都築 拓辰（闘龍會）
竹並 楓（正援塾）
近藤 聖瑠（桜塾）
中学生１年男子５２㎏以上 池田 龍羽（極真浜井石川）
小川 惺也（仰拳塾）
今別府 幸音（七州会）
大浴 剣心（正道会館髙雄）
中学生２～３年男子４７㎏未満
三家 龍之介（桜塾）
濱 太樹（桜塾）
中村 海輝（飛心会）
氏原 陸登（桜塾）
土田 翔生（武奨館吉村）
中学生２～３年男子５７㎏未満
岩永 勝亮（桜塾）
髙田 龍聖（闘英館）
橋本 楓汰（寛水流竜成会）
石川 笑心太（真誠塾）
赤星 暁音（真正会全真会館）
大嶽 英雅（桜塾）
中学生２～３年男子５７㎏以上
竹内 悠敦（竹内道場）
大谷 柊偉（白蓮堺）
有村 洸輝（飛心会）
日髙 廉（寛水流竜成会）
高校男子６０㎏未満
市來 葵士(桜塾)
髙橋 大空(桜塾)
秋山 蓮(拳友会中山)
堤 隆成(桜塾)
樋富 柊斗（桜塾）
福井 雄基（真門塾）
高校男子７０㎏未満
金森 悠成（金森道場）
山下 駿（男塾）
水谷 翔（久保田道場）
嶋田 吏哉（闘真会館）
前田 拳（一道会）
高校男子７０㎏以上
早川 羅偉(桜塾)
松﨑 貫太（真武會）
矢野 明心（拳悠会）
西川 鼓太朗（寛水流松阪）
幼年女子
椿山 麗（義道会館）
兵庫 歩香（金森道場）
山下 美怜（桜塾）
冨田華帆（桜塾）
小学１年女子
都築 梨那（秀武館）
鰐部 瑛南（空身館）
麻野 凛（聖心會）
福田 陽菜（桜塾）
玉置 桧菜（昇心塾）
吉田 花音（極真中村）
小学２年女子
吉田谷 蘭（空身館）
若林 藍（桜塾）
中山 星來（桜塾）
中島 初椛（空會館）
瀬戸口 紗愛（立志会）
藤田 さくら（七州会）
小学３年女子
小坂 鈴乃（正樹道場）
松本 姫芽（桜塾）
松上 美凪（烈士塾）
山田 かのん（白蓮八尾南）
モラダ 澪（ノーティー）
小学４年女子３０㎏未満
夏目 玲菜（桜塾）
丸本 依央奈（桜塾）
渡邉 藍（桜塾）
野嶋 紗（新誠會）
柴生 諒（飛心会）
林 くる未（極真浜井石川）
小学４年女子３０㎏以上
村田 こはる（成心會）
服部 吏愛姫（佐藤道場）
廣嶋 美里愛(桜塾)
吉田 利々菜(桜塾)
中島 美優（学心会）
牛田 暁子（佐藤道場）
小学５年女子３５㎏未満
酒井 希羽（佐藤道場）
今別府 恋音（七州会）
西山 空那（空會館）
神田 桃香（聖心會）
吉田 暖海（武奨館吉村）
小学５年女子３５㎏以上
山﨑 空明（白蓮堺）
酒井 穂果（一拳会）
小池 咲代（空會館）
鈴木彩香（新極真東横浜）
岡田 彩花（桜塾）
小学６年女子４０㎏未満
岩永 唯伽（桜塾）
指江 咲妃（正樹道場）
秦 愛穂（飛心会）
水谷 藍（久保田道場）
堺 夏蓮（正樹道場）
中世古 夏希（仁友会）
小学６年女子４０㎏以上
曽根勝 沙也香（流心館）
岩口 紗藍（清凛館）
有村理菜（飛心会）
竹永 美渚（桜塾）
田井中 南（桜塾）
日髙 まい（伸武館）
中学１年女子４３㎏未満
松尾 茄南（正伝流中村）
安藤 杏華（飛心会）
中園ひより（拳聖塾）
藤田 優里（飛心会）
木並 琴乃（聖流拳真会）
平山 寧々（ノーティー）
中学１年女子４３㎏以上
成田 薫実（七州会）
岩口 花凛（清凛館）
仁田水 咲楽（誠真会館）
壽崎 羽純（桜神會館）
小林 麗美華（士衛塾本部）
宮﨑 沙菜（餅田道場）
中学２～３年女子４３㎏未満 利根川 十仁（武奨館吉村） 筒井ふたば（武奨館吉村）
山口 ちまき（戦士會）
溝上 華（白蓮堺）
太田朱音（学心会）
西條 琳風（夢想会館）
中学２～３年女子５０㎏未満
上田 愛琉(桜塾)
正木心春（久保田道場）
内田優日（飛心会）
森重ひより（闘英館）
大久保 和（神谷塾）
前多 沙耶（拳悠会）
中学２～３年女子５０㎏以上
渡辺 小春（武奨館吉村）
田中 あかり（聖心會）
赤星 日彩（真誠塾）
伊藤 あん（真誠塾）
眞鍋 樹璃（拳友会香川）
山﨑 美海（白蓮堺）
高校女子４８㎏未満
酒井 琉翔(桜塾)
加藤 雅琴（寛水流天心会）
山田 ゆめ（空武會）
高校女子５５㎏未満
岡田 葵(桜塾)
寺崎 裕遊（士衛塾石川）
長縄 真菜（聖流拳真会）
秋山 凜（拳友会中山）
葛原 美紗希（真武會）
新谷 彩心（拳悠会）
高校女子５５㎏以上
小林 麗於菜（士衛塾本部）
藤田 咲嬉（飛心会)
赤星 陽愛（真正会全真会館） 脇上 さくら(寛水流成道會）
金原 真菜美（一拳会）

