
関東地区選抜大会権利該当者

カテゴリー

幼年男子 工藤　史海也 IKON極真会館横浜川崎支部 漆谷　康志郎 実践空手道　佐々木道場

小学１年男子 滝本　恵介 極真拳武會さいたま浦和支部 佐野　光祇 フルコンタクトカラテスクール

小学２年男子 礒部　礼 空手道無限勇進会 矢口　陽翔 桜琳塾　取手支部

小学３年男子２９㎏未満 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和支部 松橋　怜央 昭武館内田道場

小学３年男子２９㎏以上 長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和支部 桜井　香太 大鹿道場

小学４年男子３２㎏未満 石躍　健人 平塚道場 石井　尊 我流空手道北斗會本部

小学４年男子３２㎏以上 田中　一誠 光誠会 吉倉　巧翔 極真拳武會さいたま浦和支部

小学５年男子３７㎏未満 渋谷　優河 空手道無限勇進会 山口　叶来也 武立会館

小学５年男子３７㎏以上 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 山本　琉士郎 空手道中山道場

小学６年男子４３㎏未満 岸本　旺志郎 空手道中山道場 冨山　絢翔 空手道中山道場

小学６年男子４３㎏以上 長谷川　凰星 空手道無限勇進会 大野　愛善 心温塾

中学１年男子４５㎏未満 佐野　光琉 フルコンタクトカラテスクール 石原　翔 白蓮会館湘南鎌倉支部

中学１年男子５５㎏未満 和田　凜太郎 極真拳武會さいたま浦和支部 小田島　悠翔 空手道中山道場

中学１年男子５５㎏以上 松本　歩大 桜琳塾　取手支部 細内　大翔 極真会館坂本派大平道場

中学２～３年男子５０㎏未満 大鹿　烈毅 大鹿道場 田中　大地 大鹿道場

中学２～３年男子６０㎏未満 堀本　祐惺 心温塾 本多　帝雅 誠真会館秋津道場

中学２～３年男子６０㎏以上 大場　孔揮 空手道無限勇進会 小林　佑輔 フルコンタクトカラテスクール

高校男子６０㎏未満 石綿　元 極真礼心會 佐藤　春樹　 武立会館

高校男子　７０㎏未満 飯田　大智 極真拳武會さいたま浦和支部

高校男子　７０㎏以上 須藤　泰冴 正伝流空手道中村道場

幼年女子 加藤　ひかり 極真拳武會さいたま浦和支部 福元　慧美 我流空手道北斗會本部

小学１年女子 安藤　和春菜 宮本道場 齋藤　絵奈 極真拳武會　蒲田道場

小学２年女子 義岡　紅葉 桜琳塾　和光支部 神野　愛巴 空手道中山道場

小学３年女子 義岡　彩葉 桜琳塾　和光支部 齋藤　愛佳 我流空手道北斗會ふじみ野支部

小学４年女子３２㎏未満 大江　新菜 義和流拳法 竹下　香帆 空手道MAC本部

小学４年女子３２㎏以上 岡村　遥乃 空手道MAC 西袋道場 金子　茉莉香 空手道MAC本部

小学５年女子３７㎏未満 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会 古林　華 空手道MAC本部

小学５年女子３７㎏以上 松田　留禾 極真会館橋本道場 義岡　潤葉 桜琳塾　和光支部

小学６年女子４３㎏未満 田中　杏 我流空手道北斗會本部 安田　愛梨 昭武館内田道場

小学６年女子４３㎏以上 鵜澤　帆波 空手道無限勇進会 長塚　唯 桜琳塾　取手支部

中学１年女子４５㎏未満 福島　千代 義和流拳法 岡村　澪乃 空手道MAC 西袋道場

中学１年女子４５㎏以上 片栁　美咲 極真会館坂本派大平道場 加古　琴心 極真会館坂本派　金町道場

中学２～３年女子４５㎏未満 村田　心美 空手道中山道場 須藤　美結 正伝流空手道中村道場

中学２～３年女子５２㎏未満 三ケ島　小夏 空手道無限勇進会 田中　絵麻 我流空手道北斗會本部

中学２～３年女子５２㎏以上 戸川　夕渚 桜琳塾　和光支部 齋藤　耀歩 飛馬道場

高校女子４８㎏未満 藤井　彩心 空手道中山道場 鈴木　麻央 空手道鈴木塾

高校女子５５㎏未満 三上　千晴 正伝流空手道中村道場 金古　夏音 正伝流空手道中村道場

高校女子５５㎏以上 諏訪本　わかな 世界総極真　釘嶋道場 石井　結衣 我流空手道北斗會本部
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関東地区選抜大会結果表

カテゴリー

幼年男子 工藤　史海也 IKON極真会館横浜川崎支部 漆谷　康志郎 実践空手道　佐々木道場 三上　龍翼 KWF千葉田中道場 鬼塚　浩人 我流空手道北斗會ふじみ野支部

小学１年男子 滝本　恵介 極真拳武會さいたま浦和支部 佐野　光祇 フルコンタクトカラテスクール 金子　拳也 フルコンタクトカラテスクール 山口　礼亜 KWF千葉田中道場

小学２年男子 礒部　礼 空手道無限勇進会 矢口　陽翔 桜琳塾　取手支部 沼田　康誠 空手道無限勇進会 逸見　新 空手道　四葉会

小学３年男子２９㎏未満 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和支部 松橋　怜央 昭武館内田道場 森川　奏 KWF千葉田中道場 中村　隼翔 極真拳武會さいたま浦和支部

小学３年男子２９㎏以上 長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和支部 桜井　香太 大鹿道場 佐野　聡仁 正伝流空手道中村道場 本田　薫平 宮本道場

小学４年男子３２㎏未満 石躍　健人 平塚道場 石井　尊 我流空手道北斗會本部 三浦　陽輝 桜琳塾　和光支部 林田　頼人 桜琳塾　和光支部

小学４年男子３２㎏以上 田中　一誠 光誠会 吉倉　巧翔 極真拳武會さいたま浦和支部 松本　常 桜琳塾　取手支部 佐々木　暁人 義和流拳法

小学５年男子３７㎏未満 渋谷　優河 空手道無限勇進会 山口　叶来也 武立会館 町田　心大朗 極真拳武會さいたま浦和支部 春山　大空 フルコンタクトカラテスクール

小学５年男子３７㎏以上 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 山本　琉士郎 空手道中山道場 鈴木　海偉 空手道無限勇進会 角田　漣 飛馬道場

小学６年男子４３㎏未満 岸本　旺志郎 空手道中山道場 冨山　絢翔 空手道中山道場 小林　祐太 誠真会館秋津道場 小泉　そら 飛馬道場

小学６年男子４３㎏以上 長谷川　凰星 空手道無限勇進会 大野　愛善 心温塾

中学１年男子４５㎏未満 佐野　光琉 フルコンタクトカラテスクール 石原　翔 白蓮会館湘南鎌倉支部 高村　子浩 空手道無限勇進会 土屋　湊 白蓮会館東京墨田

中学１年男子５５㎏未満 和田　凜太郎 極真拳武會さいたま浦和支部 小田島　悠翔 空手道中山道場 津嘉山　寛斗 正伝流空手道中村道場 岩野　歩夢 空手道中山道場

中学１年男子５５㎏以上 松本　歩大 桜琳塾　取手支部 細内　大翔 極真会館坂本派大平道場

中学２～３年男子５０㎏未満 大鹿　烈毅 大鹿道場 田中　大地 大鹿道場

中学２～３年男子６０㎏未満 堀本　祐惺 心温塾 本多　帝雅 誠真会館秋津道場

中学２～３年男子６０㎏以上 大場　孔揮 空手道無限勇進会

高校男子６０㎏未満 石綿　元 極真礼心會 佐藤　春樹　 武立会館

幼年女子 加藤　ひかり 極真拳武會さいたま浦和支部

小学１年女子 安藤　和春菜 宮本道場 齋藤　絵奈 極真拳武會　蒲田道場

小学２年女子 義岡　紅葉 桜琳塾　和光支部 神野　愛巴 空手道中山道場

小学３年女子 義岡　彩葉 桜琳塾　和光支部 齋藤　愛佳 我流空手道北斗會ふじみ野支部

小学４年女子３２㎏未満 大江　新菜 義和流拳法 竹下　香帆 空手道MAC本部

小学４年女子３２㎏以上 岡村　遥乃 空手道MAC 西袋道場 金子　茉莉香 空手道MAC本部 沼田　佳音 空手道無限勇進会 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場

小学５年女子３７㎏未満 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会 古林　華 空手道MAC本部

小学５年女子３７㎏以上 松田　留禾 極真会館橋本道場 義岡　潤葉 桜琳塾　和光支部

小学６年女子４３㎏未満 田中　杏 我流空手道北斗會本部 安田　愛梨 昭武館内田道場

小学６年女子４３㎏以上 鵜澤　帆波 空手道無限勇進会 長塚　唯 桜琳塾　取手支部

中学１年女子４５㎏未満 福島　千代 義和流拳法 岡村　澪乃 空手道MAC 西袋道場

中学１年女子４５㎏以上 片栁　美咲 極真会館坂本派大平道場 加古　琴心 極真会館坂本派　金町道場

中学２～３年女子４５㎏未満 村田　心美 空手道中山道場 須藤　美結 正伝流空手道中村道場

中学２～３年女子５２㎏未満 三ケ島　小夏 空手道無限勇進会 田中　絵麻 我流空手道北斗會本部

中学２～３年女子５２㎏以上 戸川　夕渚 桜琳塾　和光支部 齋藤　耀歩 飛馬道場

高校女子４８㎏未満 藤井　彩心 空手道中山道場

高校女子５５㎏未満 三上　千晴 正伝流空手道中村道場

高校女子５５㎏以上 諏訪本　わかな 世界総極真　釘嶋道場

優勝 準優勝 3位 3位


