
第１位　 一般の部 第２位　 一般の部 第３位　 一般の部 第４位　 一般の部

上重　卓央 上重道場 水口　敏夫 極眞會　総本部 近行　倫郎 極眞會　赤磐支部 服辺　正 福辺道場

型の部　 第１位 所属 第２位 所属 第３位 所属 第４位 所属
幼年 山田　琉愛 輝道会館 金安　心 神技館

１・２年生 金安　暖 神技館 妹尾　美梛 輝道会館 海野　祐成 極眞會　操南道場 谷井　龍聖 極真　中山道場

小学３・４年 佐藤　千裕 士衛塾 片岡　竜馬 浜井派　石川道場 高橋　來己 士衛塾 大澤　海聖 士衛塾

小学５・６年 中内　功大　 新極真　和歌山支部 渡部　優音 士衛塾 タッシュマイケル城 士衛塾 高橋　快馳 士衛塾

中学生 大森　啓正 極眞會　総本部 西岡　虎太郎 士衛塾 佐藤　空也 士衛塾 藤本　麗亜 志誠館

高校正 森永　貴藤 士衛塾 鷲本　康樹 士衛塾 五十嵐　駆 士衛塾 羽賀　拓海 士衛塾

一般 渡邊　飛鳥 士衛塾 冨山　莉奈 志誠館 石川　昭 浜井派　石川道場 上川　義光 勇気会

組手の部　 優賞 所属 準優勝 所属 第３位 所属 第３位 所属

小学１年生男女 金子　海里 輝道会館 馬場　勝大 拳士道 妹尾　政宗 神技館 佐藤　瑞 志琉会

小学２年生男女 佐々木　佑大 極真　中山道場 海野　祐成 極眞會　操南道場 吉岡　大将 誠心塾 川口　椋矢 道真会館

小学３年生男女 藤元　輝空 拳武会館 正木　天晴 拳実会 松本　峯空 拳武会館 池側　竣翔 拳実会

小学４年生男子 岩見　大河 拳王会 萱野　翔平 長浜道場 出射　羽琉 修士館 渡邊　鷹晴 拳士道

小学５年生男子 多田　琉生 輝道会館 田中　海璃 拳武会館 今川　敬太 勇心会館 景山　凌英 鬼心塾

小学６年生男子 小林　啓太 岡村道場 永田　龍真 極真館　山陰支部 豊田　優 魂心舘 三村　俊介 岡村道場

幼年 上田詞子 極真館　北摂支部 棗田　みやび 勇心会館 三島　健人 極真　中山道場 高島　大空 拳王会

小学１年生無差別級 永田　蒼右介 拳実会 樋口　銀雅 実践会館 岩本　侑樹 極真館　埼玉支部 石川　獅 宮崎道場

小学２年生無差別級 和田　凜太郎 極真館　埼玉中央支部 鹿島　海成 極真館　北摂支部 音羽　武蔵 拳実会 高尾　莉空 勇心会館

小学３年生無差別級 松本　理暉 真盟会館 渡邊　圭翔 福田道場 三木　将嗣 岡村道場 棚澤　大空 宮野道場

小学4年男子軽量級 北村　彰也 拳士道 三宅　琉生 魂心舘

小学４年男子重量級 中山　瑛斗 拳実会 山内　響 拳実会 堀江　耀斗 極真館　京都支部 関田　昂生 極真館　北摂支部

小学４年女子 佐伯　姫化 国際　如水会館 木村　優香 極真館　埼玉中央支部 大浪　瑞葵 岡村道場 山田　彩華 山田道場

小学５年男子軽量級 大谷　駿介 拳士道 長棹　成次郎 勇心会館 山本　羚真 勇気会 林　泰成 宮野道場

小学５年男子重量級 黒澤　翔太 極真館　埼玉中央支部 松本　彬夢 真盟会館 阿部　優生 拳実会 山田　薫 顕正会館

小学５年女子 村田　芯 勇心会館 山本　畝之果 山田道場 石井　瞳俐 志琉会 相川　実黎 極真館　埼玉中央支部

小学６年男子軽量級 寺澤　寛太 顕正会館 中内　功大 新極真会 西尾　大成 無門塾 門木　虎太郎 輝道会館

小学６年男子重量級 紅谷　凱 極真館　埼玉中央支部 野村　太陽 修士館 和泉　涼 勇健塾 大森　靖之 極眞會　総本部

小学６年女子 坂井　彩夏 顕正会館 大森　志保 溓心會 有本　心 輝道会館 船越　陽菜 拳剛会館

中学生男子５０kg未満 山岡　莉玖 国際　如水会館 石川　叶大 一道会館 河原　優太 勇心会館 田中　海成 修士館

中学生男子５０kg以上 三好　大翔 無門塾 馬場　雄司 拳士道 大森　啓正 極眞會　総本部 村上　廉 勇心会館

中学生女子 小山　優 輝道会館 松田　いず澄 空研塾 迫田　楓華　 真盟会館 池口　流香 勇心会館

高校生男子65kg未満 前田　勇大 極真　森上道場 馬屋原　一樹 朱雀館

高校生男子65kg以上 谷本　大知 道真会館 守谷　正之助 魂心舘

高校生女子 廣瀬　美咲 顕正会館

一般女子 福徳　結美 紅衛会 中田　茉莉香 淑徳巣鴨

一般初級70kg未満 津郷　洋樹 晃志道

一般初級70kg以上 渡辺　譲 実践会館 坂本　翼 鬼心塾

一般上級65kg未満 加藤　翔大 淑徳巣鴨 浦川　丈也 白蓮会館　佐賀支部

一般上級65kg～75kg 下川　哲槻 晃哲會 下川　晃毅 晃哲會 岡崎　陽平 岡崎道場 吉岡　隼平 淑徳巣鴨

一般上級75kg以上 辻　英辰 志琉会 木倉　智也 白蓮会館　岡山支部 木岡　勝也 真盟会館 高砂　龍稀 宮崎道場

ソフトクラスの部

一般の部

ヤングマスターズ７０ｋｇ未満

マスターズ７０ｋｇ未満

マスターズ７０ｋｇ以上

峯　健太郎 顕正会館 鳥越　恒一 護心会

宮里　淳一 顕正会館 伊藤　龍吾 士衛塾　山梨

                          　　　　⇓J.A.C出場権利獲得者⇓　　　　　　　　　　　　　上級の部　Ｗ.Ｋ.Ｏ世界組手連盟ジャパンアスリートカップＪ.Ａ.Ｃ予選
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品川　真啓 鬼心塾
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