
身長 体重

5歳男女混合　１１名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

434 香川・岡山西支部 黒田 逞翔 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ

115433 広島支部 藤田 迅 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ

108 18

22

林　咲希 ﾊﾔｼ ｻｷ

112 19435 京都支部 西田 翔太郎 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

438 広島支部 三好 颯真 ﾐﾖｼ ｿｳﾏ

122 28

436

439 長野支部

437

440 栃木南支部 小野寺 将 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｼ

大阪南支部 山田 優琥 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｸ

124 23真正会

山口 怜光 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲ

118 25

110 18

120 22

111 20

441 香川・岡山西支部 吉本 気輝 ﾖｼﾓﾄ ｷﾗ

443 神奈川横浜東支部 関 岳 ｾｷ ｶﾞｸ

115 21442 大阪なみはや支部 奥村 瑠依真 ｵｸﾑﾗ ﾙｲﾏ 

121 22



身長 体重

6歳男子(小学1年生男子)　２６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

444 東京城西世田谷東支部 疋田 一真 ﾋｷﾀ ｶｽﾞﾏ

1369 埼玉中央支部 金坂　駿飛 ｶﾈｻｶ ﾊﾔﾄ

130

125 25

35

榎本 直太朗 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵﾀﾛｳ

23

28

447 徳島・岡山南支部 山口 蒼太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

124446 京都支部 川口 櫻峨 ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ

445 千葉北支部

448 千葉北支部 渡部　彪羽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｭｳﾊﾞ

118 23

449 大阪なみはや支部 堀江 優斗 ﾎﾘｴ ﾕｳﾄ

450 石川支部 藤元 蓮心 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝｼﾞｭ

120 24

26

116 23

116

金沢 龍醒 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 116 20

453 兵庫西支部 構　佑晟 ｶﾏｴ ﾕｳｾｲ

120 23

126 27

451 北海道札幌東支部

452 東京城西支部 西井 瑠唯 ﾆｼｲ ﾙｲ

23454 栃木南支部 斎藤 暖真 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾏ

7 総本部沖縄道場 金城　天 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ

124

455 栃木北支部 沼野井 琉煌 ﾇﾏﾉｲ ﾘｵﾝ

116 24

134 35

122 30佐々木 啓吾 ｻｻｷ ｹｲｺﾞ

458 石川支部 濱野 響斗 ﾊﾏﾉ ｵﾄ

128 35457 東京城西支部 上田 龍之介 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

459 徳島・岡山南支部 端村 類 ﾊｼﾑﾗ ﾙｲ

121 24

456 埼玉南支部

460 大阪西支部 黄 振海 コウ　シンカイ

119 26

120 24

2211 東京城西世田谷東支部 河野 成悟 ｺｳﾉ ｾｲｺﾞ

4 東京城西支部 奥本 煌樹 ｵｸﾓﾄ ｺｳｷ

119 24

120

461 愛媛中央支部 宮里 統希 ﾐﾔｻﾄ ﾓﾄｷ

462 石川支部 上段 旺輝 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｵｳｷ

116 20

463 兵庫西支部 新﨑 颯空 ｼﾝｻﾞｷ ｿﾗ

116 20

464 神奈川横浜東支部 林 礼唯 ﾊﾔｼ ﾚｲ

115 24

23

27465 大阪なみはや支部 北野 王輝 ｷﾀﾉ ｵｳｷ

119

126



身長 体重

7歳男子(小学2年生男子)　３６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

467 広島支部 日野 朔雅 ﾋﾉ ｻｸﾏ

466 東京西多摩道場 大原　夢翔 ｵｵﾊﾗ ﾕﾄ

125

122

24

26

121 24468 大阪なみはや支部 千葉 聖斗 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ

470 大阪南支部 山田 十魂 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭｸﾝ

121 23

130 30

福田 大晟 ﾌｸﾀﾞ ｵｵｾｲ

469 京都支部 山中 健世 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｾｲ

472 京都支部 大橋 泰獅 ｵｵﾊｼ ﾀｲｼ

123 25

473 兵庫西支部 向田　麗 ﾑｶｲﾀﾞ ｳﾙﾊ

471 徳島・岡山南支部

127 27

123 26

474 真正会 坂田　陽輝 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ

125 2516 愛知名古屋支部 都築 恒士郎 ﾂﾂﾞｷ ｺｳｼﾛｳ

476 東京城西世田谷東支部 坂田 琉晟 ｻｶﾀ ﾘｭｳｾｲ

122 28475 香川・岡山西支部 黒田　飛翔 ｸﾛﾀﾞ ｱｽﾄ

38

121 22

477 京都支部 大山 勇之介 ｵｵﾔﾏ ﾕｳﾉｽｹ

135

478 愛知名古屋支部 石橋 勇人 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ

133 35

128 28

480 茨城・埼玉北支部 小里　祥太 コザト　ショウタ

122 22

481 石川支部 山﨑 幸羽 ﾔﾏｻｷ ﾕｳ

120 22

115 22

479 千葉北支部 鈴木 琉冬 ｽｽﾞｷ ﾙｲﾄ

482 大阪南支部 大嶋 壱樹 ｵｵｼﾏ ｲﾂｷ

122 2417 東京城西野方支部 齋藤 碧海 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

24

22483 徳島・岡山南支部 三宅 大晴 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

125

120

485 京都支部 西田 颯太郎 ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ

484 茨城・埼玉北支部 遠藤 瑞己 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ 130 27

129 38

127 26

486 東京城西世田谷東支部 谷 亮羽 ﾀﾆ ﾘｮｳﾊ

488 香川・岡山西支部 箱田　唯人 ﾊｺﾀﾞ ﾕｲﾄ

128 32

125 25

487 総本部代官山道場 尾本 雅菫 ｵﾓﾄ ﾐﾔｷ

490 京都支部 水上 仁 ﾐｽﾞｶﾞﾐ ｼﾞﾝ

122 32

121

489 兵庫西支部 喜田 聖麿 ｷﾀﾞ ｾｲﾏ

22

24491 愛知名古屋支部 松本 蒼太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ

493 石川支部 得永 晴立 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙﾀ

123 23492

125

東京城西世田谷東支部 進藤 龍之助 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

494 京都支部 土手 絃司 ﾄﾞﾃ ｹﾞﾝｼﾞ

125 25

495 大阪なみはや支部 山口 虎哲 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾃﾂ

130 29

496 広島支部 吉井 一平 ﾖｼｲ ｲｯﾍﾟｲ

132 28

127 26

129 25497 岡山西支部 寺峯　匠真 ﾃﾗﾐﾈ ﾀｸﾏ

499 茨城・埼玉北支部 齋藤 蓮 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ

131 25498 東京城南目黒中央支部 岩見 賢次朗 ｲﾜﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ

136 38



身長 体重

８歳男子(小学3年生男子)　５４名(前半)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

501 神奈川横浜東支部 竹本 一颯 ﾀｹﾓﾄ ｲｯｻ

130 28500 東京城西世田谷東支部 小倉 万治 ｵｸﾞﾗ ﾊﾞﾝｼﾞ

135 29

132

37 石川支部 長尾 倖空 ﾅｶﾞｵ ﾕｷｱ

30

503 東京城西支部 林 玄彬 リン　ヒョンビン

132 30502 神奈川川崎中央支部 獅峯 虎 ｼｼﾐﾈ ﾀｲｶﾞ

128 27

37504 千葉北支部 岩淵 礼真 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾚｲﾏ

133 35

136

507 徳島・岡山南支部 中矢 湊 ﾅｶﾔ ﾐﾅﾄ

123 26506 大阪なみはや支部 藤原 新 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

24

505 京都支部 松井 玲賢 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾏ

126 25

123

508 兵庫西支部 武市 拳斗 ﾀｹｲﾁ ｹﾝﾄ

510 愛知名古屋支部 槌田 一茶 ﾂﾁﾀﾞ ｲｯｻ

122 22509 東京城西世田谷東支部 井出 悠太 ｲﾃﾞ ﾕｳﾀ

126 25

511 東京城北支部 中野 論 ﾅｶﾉ ﾛﾝ

131 29

京都支部 石田 蒼馬 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ

512 真正会 岡部　神風 ｵｶﾍﾞ ｶﾐｶｾﾞ

128 28

513 石川支部 久米田 蒼真 ｸﾒﾀﾞ ｿｳﾏ

123 28

128 27

34

132 28514 神奈川川崎中央支部 松嵜 煌誠 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｾｲ

22 岡山東支部

515 東京城北支部 森本 獅温 ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾝ

44 愛知名古屋支部 峯澤 碧仁 ﾐﾈｻﾞﾜ ｱｵﾄ 130 27

倉中　星空 ｸﾗﾅｶ ｿﾗ

130 30

125 25

517 東京城西世田谷東支部 馬場 友希 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ

141 47516 本部直轄浅草道場 池田 風真 ｲｹﾀﾞ ﾌｳﾏ

東京城東葛西支部 平岡 侑久 ﾋﾗｵｶ ﾀｽｸ

140 42

134

519 大阪南支部 大塚 琉斗 ｵｵﾂｶ ﾘｭｳﾄ

131 27

518 33

46

24 東京城南京浜支部 安西 昊晴 アンザイ コウセイ

520 東京城西支部 岡村 泰伽 ｵｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

150 73

521 大阪なみはや支部 今北 風晴 ｲﾏｷﾀ ﾌｳｾｲ

135 56

142



541 群馬西支部 松上 莉空 ﾏﾂｶﾞﾐ ﾘｸ

542 東京城北支部 髙橋 麻紀人 ﾀｶﾊｼ ﾏｷﾄ

543 愛知名古屋支部 服部 光真 ﾊｯﾄﾘ ﾃｯｼﾝ

140

140 35

35

132 35

26

125 25

136

125 25

540 東京城西支部 江島 陽向 ｴｼﾏ ﾋﾅﾀ

539 香川・岡山西支部 吉本 悠力 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾘ

538 奈良支部 山林 星輝 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ｾﾗ

133 2719 茨城支部 鈴木　悠 ｽｽﾞｷ ﾕｳ

132 2723 岐阜支部 近藤 翔太 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ

135 3521 京都支部 藤原 煌介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ

537 千葉北支部 山邊 航大 ﾔﾏﾍﾞ ｺｳﾀ

128 23

132 27

東京城西世田谷東支部 小出 文悟 ｺｲﾃﾞ ﾌﾞﾝｺﾞ

123 25

134 36

536 東京城南京浜支部 今野 譲 ｺﾝﾉ ｼﾞｮｳ

129 27

26

535 大阪なみはや支部 山本 悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

534 千葉北支部 川瀬 蓮斗 ｶﾜｾ ﾚﾝﾄ

139 28533 大阪西支部 山岡 拓未 ﾔﾏｵｶ ﾀｸﾐ

140 32532 神奈川川崎中央支部 柳澤 孝英 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｴｲ

25

26

125

127 25

121

531 大阪なみはや支部 橋岡 音哉 ﾊｼｵｶ ｵﾄﾔ

530 石川支部 崎山 桜雫 ｻｷﾔﾏ ﾙﾅ

529 静岡駿河支部 杉山 泰千 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

121 24528 東京城西世田谷東支部 清水 理仁 ｼﾐｽﾞ ﾘﾋﾄ

527 京都支部 瀧井 陽向 ﾀｷｲ ﾋﾅﾀ

133 31

126 27

130 29525 千葉北西支部 齋藤 禎虎 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞﾄﾗ

524 東京城北支部 副島 武臣 ｿｴｼﾞﾏ ﾀｹｵﾐ

526 東京城西支部 深沢 泰洋 ﾌｶｻﾜ ﾀｲﾖｳ

23

129 27

132 25

122

522 神奈川横浜東支部 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ

131 26

523 愛知名古屋支部 水溪 瑛志 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴｲｼﾞ

36 東京城西世田谷東支部 谷口 夏音 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾉﾝ

身長 体重

８歳男子(小学3年生男子)　５４名(後半)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ



身長 体重

９歳男子(小学4年生男子)　４６名(前半)

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

545 埼玉南支部 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

135544 神奈川川崎中央支部 松倉 岳人 ﾏﾂｸﾗ ｶﾞｸﾄ

137 36

30

金子 優心海 ｶﾈｺ ﾕﾄｱ

135 42546 千葉南支部 平岡 佑基 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｷ

549 東京城西支部 三上 義晴 ﾐｶﾐ ﾖｼﾊﾙ

124 26

547

550 神奈川横浜東支部

548

551 大阪なみはや支部 千葉 遥斗 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ

東京城西世田谷東支部 笹屋 琥太郎 ｻｻﾔ ｺﾀﾛｳ

131 28愛媛中央支部

北 龍之介 ｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

135 34

130 31

130 35

139 36

552 東京城北支部 石田 魁 ｲｼﾀﾞ ｶｲ

67 京都支部 西田 蓮太郎 ﾆｼﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ

129 33

128 26

138 32

134 33

136 40

553 真正会 田口 永遠 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾜ

554 大阪なみはや支部 奥村 一真 ｵｸﾑﾗ ｲｯｼﾝ

555 広島支部 魚谷 蓮 ｳｵﾀﾆ ﾚﾝ

26557 愛知名古屋支部 水溪 魁志 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲｼﾞ

556 東京城西国分寺支部 川嵜 晴斗 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ

137 31

132

558 京都支部 渡守 龍之介 ﾄﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ

560 千葉北支部 八木沼 璃昊 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘﾂｷ

145 35

137

137 30

138 28

559 神奈川湘南支部 荒木 絆斗 ｱﾗｷ ﾊﾝﾄ

49

561 東京城西支部 小関 窓 ｺｾｷ ﾏﾄﾞ

神奈川横浜東支部 川上 絢也 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

562 香川・岡山西支部 杉浦　瑛信 ｽｷﾞｳﾗ ｴｲｼﾝ

564 大阪南支部 大橋 尊虎 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾄﾗ

136 35

130 27

563

131 30565 東京城西世田谷東支部 山田 真羽 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾜ



147 49580 神奈川川崎中央支部 森山 蒼太 ﾓﾘﾔﾏ ｿｳﾀ

145 51579 千葉北支部 鶴岡 梓磨 ﾂﾙｵｶ ｱｽﾞﾏ

145 45

577 大阪なみはや支部 太田 優 ｵｵﾀ ﾕｳ

578 大阪東南支部 溝口　夕護 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺﾞ

135 30

52 長野支部 芳川 蓮 ﾖｼｶﾜ ﾚﾝ

140 37

130 29

47 愛知東南支部 篠原 尚都 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾄ

576 本部直轄沖縄道場 仲間　琉惺 ﾅｶﾏ ﾘｭｳｾｲ

134 30

138 32

575 京都支部 川口 櫻藍 ｶﾜｸﾞﾁ ｻｸﾗ

142 36574 広島支部 日野　雅一 ﾋﾉ ﾏｻｲﾁ

131 28

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ

66 静岡駿河支部 鯨岡 瞬 ｸｼﾞﾗｵｶ ｼｭﾝ

28

138 3048 愛媛中央支部 髙木 統成 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾅﾘ

134573 東京城西世田谷東支部 長谷川 幹

30

572 神奈川横浜東支部 三井 蓮太 ﾐﾂｲ ﾚﾝﾀ

138 33

127 32

571 岐阜支部 平岡 大樹 ﾋﾗｵｶ ﾀｲｷ

138

132 30

570 東京城西支部 川合 貫太郎 ｶﾜｲ ｶﾝﾀﾛｳ

124 28569 広島支部 桑原 覇翔 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊｸﾄ

61 京都支部 大橋 龍慎 ｵｵﾊｼ ﾘｭｳｼﾝ

130 29568 神奈川湘南支部 髙橋 一世 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ

137 35

56 大阪なみはや支部 杉本 清太朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ

128 32

567 神奈川横浜北支部 木村 皇成 ｷﾑﾗ ｺｳｾｲ

135 30

138 36

566 石川支部 濱野 葵斗 ﾊﾏﾉ ｱｵﾄ

133 2849 徳島・岡山南支部 叶谷　豪琉 ｶﾅﾔ ﾀｹﾙ

55 東京城北支部 池田 大和 ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ

身長 体重

9歳男子(小学4年生男子)　４６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ



身長 体重

10歳男子 －35kg級(小学5年生男子)　３０名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

582 東京城東北千住支部 宮本 大樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｷ

138 3283 神奈川横浜東支部 斉藤 健心 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ

143

583 兵庫西支部 喜田 龍輝 ｷﾀﾞ ﾘｭｳｷ

134 3469 愛媛中央支部 白石 頼斗 ｼﾗｲｼ ﾗｲﾄ

32

31

133 28

13889 東京城北支部 小池　空 ｺｲｹ ｿﾗ

135 27

134 28

135 33

143 34585 東京城北支部 川本 陽翔 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ

90 岐阜支部 西松 英良 ﾆｼﾏﾂ ｱｷﾗ

140

142 34

589 神奈川横浜東支部 ｷﾁﾊﾏ ﾂﾊﾞﾙ

94 静岡駿河支部 木戸　彪翔

588 長崎諫早道場 谷川　偉琉 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｹﾙ

吉濵 つばる

586 東京城東小岩支部 山田 心朔 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｻｸ

140 30

587 138

31

581 東京城北支部 所 哲太 ﾄｺﾛ ﾃｯﾀ

大阪南支部 伊藤 叶真 ｲﾄｳ ﾄｳﾏ

ｷﾄﾞ ﾀｹﾙ

85 石川支部 田中 寛大 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ

584 広島支部 谷本　佑樹 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ

75 総本部代官山道場 西田 翔 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳ

140

143 34

30

34

大阪南支部 藤野 寛和 ﾌｼﾞﾉ ﾉﾌﾞﾄｼ

ﾐﾔｻﾄ ﾄｼｷ宮里 寿希

31

31

32

147 35

592 愛媛中央支部

ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ

92 千葉北支部 三冨 龍之介 ﾐﾄﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ

593

34

139

591 東京城東小岩支部 黒沢 遼 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳ 138

599 高知中央支部 伊藤　悠人 イトウ　ユウト

金城　縁 ｷﾝｼﾞｮｳ ｴﾆｼ595 総本部沖縄道場

77 石川支部 上段 奏太 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｶﾅﾀ

ﾂｼﾞ ﾘﾝｾｲ

138

140

136 30

34

133 28

76 東京城西国分寺支部 中山 仁 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ

136 33

32

34

590 東京城北支部 上田 琴乃助 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉｽｹ

134

134

596 奈良支部 辻　厘誠

東京城北支部 藤田 斗哉 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ594

139

135 28

135

130 34

33

136 31

88 千葉下総支部 辻　将真 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾏ

598 神奈川川崎中央支部 浅尾 龍孜 ｱｻｵ ﾘｭｳｼ

597 広島支部 吉岡 優希



身長 体重

10歳男子 ＋35kg級(小学5年生男子)　２７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

600 東京城南目黒中央支部 岩見 俊太朗 ｲﾜﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ

145 3978 千葉北支部 髙鹿 飛鳥 ｺｳﾛｸ ｱｽｶ

148 35

神奈川川崎中央支部 河場 隼 ｶﾜﾊﾞ ｼﾞｭﾝ

36

157 39

143601 広島支部 新元 涼平 ｼﾝﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

602 大阪なみはや支部 澤 アカラチャイ 空 ｻﾜ ｱｶﾗﾁｬｲ ｿﾗ

603 長野支部 山口　悠空 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｶｲ

604 奈良支部 永田　隼晟 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ

150 48

80 千葉下総支部

145 43

605 京都支部 石田 大河 ｲｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

140 37

48

606

608 奈良支部 脇田　奏斗 ﾜｷﾀ ｹﾝﾄ 147 43

610

607 栃木南支部 知久 拓真

二星　漣 ﾆﾎﾞｼ ﾚﾝ

146 39

147

142 45ﾁｸ ﾀｸﾏ

609 東京城東葛西支部 及川 昊晄 ｵｲｶﾜ ｱｷﾗ

神奈川横浜北支部 森 大拳 ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ

150 47

611 神奈川横浜北支部 安藤 仁敬 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝｹｲ

141 42

135 38

142 39612 神奈川横浜港南支部 佐藤 良弥 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ

614 広島支部 藤田 堅 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ

143 41613 愛媛中央支部 神岡 璃綺 ｶﾐｵｶ ﾘｷ

615 大阪南支部 岡田 悠 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ

141 36

141 37

71 石川支部 河合 琥太郎 ｶﾜｲ ｺﾀﾛｳ

74 神奈川川崎中央支部 臼井 悠高 ｳｽｲ ﾕﾀｶ 141 38

146 42

141 37

616 東京城北支部 忠見 瑠唯 ﾀﾀﾞﾐ ﾙｲ

618 佐賀支部 森永 上 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾞｮｳ

147 45

144 50

獅峯 奏 ｼｼﾐﾈ ｶﾅﾃﾞ

617 長野支部 青木 悠真 ｱｵｷ ﾊﾙﾏ

620 広島支部 小野 朱良 ｵﾉ ｼｭﾗ

143 43

621 奈良支部 山田 隆太 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀ

619 神奈川川崎中央支部

148 67

145 50

150 56622 千葉下総支部 前田 龍太朗 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ



身長 体重

11歳男子 －40kg級(小学6年生男子)　３５名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

624 千葉中央支部 吉田 椋 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

623 真正会 伊東 晃玖 ｲﾄｳ ｱｷﾋｻ

148

150

37

39.8

142 38625 東京城西支部 江島 晴陽 ｴｼﾏ ﾊﾙﾋ

627 東京城北支部 石田 成 ｲｼﾀﾞ ﾅﾙ

140 34

138 39

藤井 凱矢 ﾌｼﾞｲ ｶﾞｲﾔ

626 神奈川川崎中央支部 新井 絢人 ｱﾗｲ ｱﾔﾄ

629 兵庫西支部 佐伯 恭太郎 ｻｴｷ ｷｮｳﾀﾛｳ

142 33

107 愛媛中央支部 宮里 輝希 ﾐﾔｻﾄ ﾃﾙｷ

628 香川・岡山西支部

143 37

144 38

630 京都支部 𠮷澤 伊蔵 ﾖｼｻﾞﾜ ｲｿﾞｳ

134 29105 静岡駿河支部 鯨岡 頼輝 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾗｲｷ

631 神奈川横浜北支部 石原 安吾 ｲｼﾊﾗ ｱﾝｺﾞ

139 39118 愛知東南支部 門田　怜 ｶﾄﾞﾀ ﾚｲ

39

135 30

632 静岡駿河支部 安田　力生 ﾔｽﾀﾞ ﾘｷ

143

633 大阪西支部 池田　励 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ

150 39

148 30

635 愛知名古屋支部 桐澤 旭 ｷﾘｻﾜ ｱｻﾋ

145 35634 広島支部 福森 隼人 ﾌｸﾓﾘ ﾊﾔﾄ

112 石川支部 松本 一亜 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱ

142 37

636 兵庫西支部 早川 晃生 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂｷ

139 36

637 神奈川横浜東支部 髙橋 俐生 ﾀｶﾊｼ ﾘｷ

638 東京城北支部 所 龍太 ﾄｺﾛ ﾘｭｳﾀ

152 38

145 37

146 36

640 本部直轄浅草道場 石塚 佑磨 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾏ

143 38639 佐賀支部 山下 竜輝 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｷ

146 34

ｻｶﾀ ﾖｳﾀ

147 34641 石川支部 工藤 尊 ｸﾄﾞｳ ﾐｺﾄ

643 山口支部 伊藤 幸貴 ｲﾄｳ ｺｳｷ

644

642 真正会 坂田 陽太

145 37

143 37

144 33.3

115 愛媛中央支部 西窪 佑成 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ

大阪南支部 山田 貴紀 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｷ

137 34

30134

646 東京城西支部 押切 甫 ｵｼｷﾘ ﾊｼﾞﾒ

645 静岡駿河支部 髙木 雷雅 ﾀｶｷﾞ ﾗｲｶﾞ

117 香川・岡山西支部 吉本 衣吹 ﾖｼﾓﾄ ｲﾌﾞｷ

140 37647 奈良支部 西本 武蔵 ﾆｼﾓﾄ ﾑｻｼ

144 33

145 36

648 神奈川川崎中央支部 菊地 恵太 ｷｸﾁ ｹｲﾀ

649 大阪なみはや支部 千葉 明人 ﾁﾊﾞ ｱｷﾄ

140 34

650 東京城西世田谷東支部 鈴木 響 ｽｽﾞｷ  ﾋﾋﾞｷ

152 39

151 37

156 38651 総本部岩手道場 村上 綾 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ



11歳男子 ＋40kg級(小学6年生男子)　２０名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

150

身長 体重

653 奈良支部 岩﨑　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ

150 45652 群馬東支部 小松 蒼空 ｺﾏﾂ ｿﾗ

46

42

151 4298 東京城東葛西支部 五野上 史起 ｺﾞﾉｶﾐ ｼｷ

151 42661 神奈川横浜東支部 岩谷　将平 ｲﾜﾔ ｼｮｳﾍｲ

656 愛知名古屋支部 小西 凌央 ｺﾆｼ ﾘｮｳ

657 神奈川横浜東支部 北 翔太郎 ｷﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

654

658 広島支部 川森 悠人 ｶﾜﾓﾘ ﾕｳﾄ

154大阪なみはや支部 藤原 泰雅 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ

655 東京城東葛西支部 渡邉 大斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ

158660

152

145

141

152

659 東京城北支部 森本 蕾武 ﾓﾘﾓﾄ ﾗｲﾑ 58

58

43

55

正道会館 森　稀央良 ﾓﾘ ｷｵﾗ

153 44

40

663 神奈川川崎中央支部 木村 旺大 ｷﾑﾗ ｵｳﾀ

153 50662 愛媛中央支部 藤田 泰斗 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ

157 42

156 43

151 42

154 42664 広島支部 黒川 祐聖 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ

666 総本部沖縄道場 比嘉　大貴 ﾋｶﾞ ﾀﾞｲｷ

665 東京城西国分寺支部 伊藤　真生 ｲﾄｳ ﾏｵ

川口 陽 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ

667 奈良支部 松井　元樹 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 149 42

669 東京城西世田谷東支部 加藤　颯真 ｶﾄｳ ｿｳﾏ

156 45

670 東京城北支部

668 神奈川横浜東支部

任　梓豪 ﾆﾝ ｼｺﾞｳ 158

151 47

51



6歳女子 (小学1年生女子)　５名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

672 奈良支部 堀田 美有 ﾎﾘﾀ ﾐｭｳ

25671 広島支部 畑中 潤 ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 114

118 21

29119

10 東京城南京浜支部 安西 愛琉 ｱﾝｻﾞｲ ｱｲﾙ

2

673 千葉北西支部 齋藤 しゅん ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ

神奈川横浜東支部 齋藤 愛夏 ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 114

120

22

27



身長 体重

7歳女子 (小学2年生女子)　１０名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

675 愛知名古屋支部 奥村 百瑛 ｵｸﾑﾗ ﾓｴ

132 23674 奈良支部 今西　來弥 ｲﾏﾆｼ ﾗｳﾋﾞ

125 22

125

676 茨城・埼玉北支部 山田 莉理子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾘｺ

27

678 東京城西世田谷東支部 井出 咲恵香 ｲﾃﾞ ｻｴｶ

120677 京都支部 後垣 美遥 ｱﾄｶｷ ﾐﾉﾘ

117 20

24

127 2918 神奈川横浜東支部 佐藤 凜 ｻﾄｳ ﾘﾝ

奈良支部 清水　日葵 ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ

123 23679 岐阜支部 西松 優奈 ﾆｼﾏﾂ ﾕﾅ

681 熊本帯山道場 趙 愛心 ﾁｮｳ ｱｲﾐ

127 28680

682 千葉北支部 柴崎 碧心 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾐ 134 27

128 33



身長 体重

8歳女子 (小学3年生女子)　１２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

683 神奈川横浜東支部 佐藤 愛瑠 ｻﾄｳ ｱｲﾙ

愛媛中央支部 宮里 希奏乃 ﾐﾔｻﾄ ｷｿﾉ

126 25

122 24

685 奈良支部 馬場　星吏 ﾊﾞﾊﾞ ｷﾗﾘ

125 2640 大阪なみはや支部 山内 袈蓮 ﾔﾏｳﾁ ｶﾚﾝ

684

686 広島支部 金谷 柚宇香 ｶﾅﾔ ﾕｳｶ

117 2025 茨城・埼玉支部 小林 きらり ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ

117 22

128 26

131 31

北山　愛

128

127 22

41 千葉北支部 齋藤　栞 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ

126 30

38

688

28130

東京城西支部 橋本 優莉亜 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘｱ

大阪なみはや支部

687 真正会 林　栞名 ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ

赤松 昊 ｱｶﾏﾂ ｿﾗ

689 香川・岡山西支部 ｷﾀﾔﾏ ｱﾝ

128 2632 石川支部 上段 結愛 ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ﾕｲﾘ

30



身長 体重

9歳女子 (小学4年生女子)　１２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

63 東京城西世田谷東支部 加藤 愛唯 ｶﾄｳ ﾒｲ

13059 東京城北支部 村古 真優 ﾑﾗｺ ﾏﾕ

128

133 29

28

吉原 弓結 ﾖｼﾊﾗ ﾕﾕ

27

26

46 石川支部 谷内 颯華 ﾔﾁ ﾌｳｶ

135690 京都支部 晝川 珠里 ﾋﾙｶﾜ ｼﾞｭﾘ

53 香川・岡山西支部

64 神奈川川崎中央支部 小山 莉桜 ｺﾔﾏ ﾘｵ

134 32

691 京都支部 晝川 珠花 ﾋﾙｶﾜ ｼﾞｭﾅ

137 31

65 茨城・埼玉支部 山田 紗良 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾗ

136 28

136 26

693 京都支部 土手 結愛 ﾄﾞﾃ ﾕｲﾅ

131 27692 東京城北支部 萩原 礼菜 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾚﾅ

ｲﾇﾌﾞｼ ﾎﾉｶ

142 31

144 36

51 東京城西支部 諸岡 幸乃 ﾓﾛｵｶ ﾕｷﾉ

142 47694 徳島・岡山南支部 犬伏 穂佳



身長 体重

10歳女子 -35kg級(小学5年生女子)　６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

696 香川・岡山西支部 北山　恋 ｷﾀﾔﾏ ﾚﾝ

132 2981 茨城・埼玉北支部 柴沼 ほのん ｼﾊﾞﾇﾏ ﾎﾉﾝ

137 25

698 京都支部 服部 桜姫 ﾊｯﾄﾘ ｻｷ

131 27697 京都支部 大槻 万葉 ｵｵﾂｷ ﾏﾖ

29

699 大阪西支部 武藤 礼依 ﾑﾄｳ ﾚｲ

133

695 群馬東支部 小松 來夢 ｺﾏﾂ ﾗﾑ

142 35

135 34



身長 体重

10歳女子 ＋35kg級(小学5年生女子)　７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

45

701 石川支部 髙澤 侑夏 ﾀｶｻﾜ ﾕｳｶ

153 40700 神奈川川崎中央支部 増田 綺海 ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ

46149

702 静岡西遠支部 西 乙羽 ﾆｼ ｵﾄﾊ

703 神奈川川崎中央支部 本山 愛寿香 ﾓﾄﾔﾏ ｱｽｶ

148 45

149

152

39

705 愛知名古屋支部 石橋　李穂 ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾎ

704 京都支部 今坂　心優 ｲﾏｻｶ ﾐﾋﾛ

706 栃木南支部 小野寺 栞 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｵﾘ 141 39

148 39



身長 体重

11歳女子 －40kg級(小学6年生女子)　９名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

95 徳島・岡山南支部 山下 陽芽 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾒ

707 石川支部 聖川 夕稀 ﾋｼﾞﾘｶﾜ ﾕｳｷ

38

151

148

38

36

708 東京城西世田谷東支部 坂田 想空 ｻｶﾀ ｿﾗ

36

147

116 神奈川横浜東支部 佐藤 未知 ｻﾄｳ ﾐﾁ

709 京都支部 津本 瑛夏 ﾂﾓﾄ ｴｲｶ

奈良支部 堀　樹夏 ﾎﾘ ｼﾞｭﾅ

150

121 東京城北支部 村古 心優 ﾑﾗｺ ﾐﾕ

710 広島支部 畑中 倖 ﾊﾀﾅｶ ｻﾁ

146 35

139 35

140 39

100

119 総本部道場 野﨑 結夏 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ 146 37

143 34



身長 体重

11歳女子 ＋40kg級(小学6年生女子)　１２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

714 熊本帯山道場 木村 輝月 ｷﾑﾗ ｷﾂｷ

151 49711 東京城西支部 小野 そら ｵﾉ ｿﾗ

41

712 千葉北支部 川瀬 莉里奈 ｶﾜｾ ﾘﾘﾅ

157 42713 岐阜支部

153 48

西尾 花香 ﾆｼｵ ﾊﾅｶ

715

717 千葉北支部 並木 清香 ﾅﾐｷ ｻﾔｶ

151 45

718 東京城東葛西支部 荻野 萌

716 真正会 岡部 こころ

158 55

ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾒｶ奈良支部 馬場 妃花

153

ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ

149 46

145

57

150 50

竹本 伽羅

奈良支部 弓場 彩香 ﾕﾊﾞ ｱﾔｶ

ｵｷﾞﾉ ﾓｴ

719

722 兵庫西支部 上田 樹那 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾅ

155 49

720 神奈川横浜東支部

721 奈良支部

151 42

154 48ﾀｹﾓﾄ ｷｬﾗ

清水 文葉 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾊ



身長 体重

12歳男子 －50kg級(中学1年生男子)　２５名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

230 東京城北支部 佐藤 陸人 ｻﾄｳ ﾘｸﾄ

160 49229 神奈川横浜港南支部 保立 倖大 ﾎﾀﾃ ｺｳﾀ

43160

232 東京城北支部 波戸 慶心 ﾊﾄ ｹｲｼﾝ

157 46231 愛媛中央支部 和泉 岳 ｲｽﾞﾐ ｶﾞｸ

154 40

234 千葉北支部 甲斐　優人 ｶｲ ﾕｳﾄ

157 48ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ233 栃木南支部 鈴木 温心

152

139 東京城西支部 藤上 弦樹 ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾞﾝｷ

153 49

127 東京城北支部 藤田 珀斗 ﾌｼﾞﾀ ﾊｸﾄ

髙城 琥太郎 ﾀｶｼﾛ ｺﾀﾛｳ

144

158

43

43

235 東京城北支部 小池　陸 ｺｲｹ ﾘｸ

155 45128 千葉中央支部

44

236 神奈川横浜東支部 佐藤 崇太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ

151 49136 千葉北支部 駒井 陸太朗 ｺﾏｲ ﾘｸﾀﾛｳ

143

237 大阪なみはや支部 佐野 風生 ｻﾉ ｶｽﾞｷ

152 37

238 広島支部 吉岡 巧望 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ

杉本 啓道 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ

44

163 46

神奈川横浜東支部 加藤 竜成 ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

240 千葉北支部 古田 瑛士 ﾌﾙﾀ ｴｲﾄ

155 44239 愛媛中央支部

157 45

242 東京城北支部 副島 義臣 ｿｴｼﾞﾏ ﾖｼｵﾐ

153 43241

243 大阪西支部 野口 晃弘 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ

144 35

124 東京城北支部 小河 秀虎 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄﾗ

148 42

144 37

147 43123 千葉中央支部 冨澤 奨瑛 ﾄﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ

245 千葉北支部 川崎 拓人 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ

147 36244 東京城東小岩支部 黒沢 蓮 ｸﾛｻﾜ ﾚﾝ

246 茨城・埼玉北支部 小里 啓太 ｺｻﾞﾄ ｹｲﾀ

157 49

247 東京城北支部 反町 洸太 ｿﾘﾏﾁ ｺｳﾀ

153 47

150 37



身長 体重

12歳男子 ＋50kg級(中学1年生男子)　１８名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

249 奈良支部 福島　一沙 ﾌｸｼﾏ ｲｯｻ

248 東京城西国分寺支部 安藤 優泰 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

163

168

60

57

171 63250 大阪南支部 吉田 鼓太郎 ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

252 東京城北支部 中尾 和真 ﾅｶｵ ｶｽﾞﾏ

174 75251 愛知名古屋支部 木山 獅勇 ｷﾔﾏ ｼﾕｳ

253 静岡駿河支部 伊比　克己 ｲﾋ ｶﾂﾐ

155 57

150 52

254 石川支部 大杉 羅尉 ｵｵｽｷﾞ ﾗｲ

256 神奈川川崎中央支部 木村 悠庵 ｷﾑﾗ ﾕｱﾝ

157 53

165 61

255 広島支部 藤田 航 ﾌｼﾞﾀ ｺｳ

160 53

257 京都支部 鈴木 隆斗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ

259 奈良支部 臼井　大晟 ｳｽｲ ﾀｲｾｲ

163 54258 長野支部 塩崎 快翔 ｼｵｻﾞｷ ｶｲﾄ

166 61

52

260 愛知名古屋支部 山木 麻弥 ﾔﾏｷ ﾏﾋﾛ

262 神奈川横浜東支部 牛久　京亮 ｳｼｸ ｷｮｳｽｹ

東京城北支部 和久 大峨 ﾜｸ ﾀｲｶﾞ 155 55

153 54

157

166

165

263 大阪南支部 岡田 彩都 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾄ

162 51

261

63

69

58

265 静岡西遠支部 西 汰耀 ﾆｼ ﾀｲﾖｳ 170

264 東京城西支部 倉林 幸次郎 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞﾛｳ



身長 体重

13歳14歳男子 －55kg級(中学2・3年生男子)　２４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

267 茨城・埼玉支部 渡邉 真太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

169 54266 東京城西国分寺支部 伊藤　理生 ｲﾄｳ ﾘｵ

54168

269 愛媛中央支部 藤田 琢磨 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾏ

170 53268 大阪南支部 児玉 蓮 ｺﾀﾞﾏ ﾚﾝ

153 47

134 神奈川横浜東支部 斉藤 喜心 ｻｲﾄｳ ｷｼﾝ

159 44ﾋﾙｶﾜ ｿｳﾏ270 京都支部 晝川　颯天

167

271 東京城北支部 関根　康太 ｾｷﾈ ｺｳﾀ

144 33

272 栃木南支部 斎藤 大護 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

張田　歩輝 ﾊﾘﾀ ｱﾕｷ

165

160

51

42

274 愛知東南支部 榊原 漣於 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾚｵ

169 55273 大阪なみはや支部

50

276 真正会 伊東　靖泰 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

165 52275 神奈川川崎中央支部 森　悠斗 ﾓﾘ ﾊﾙﾄ

153

277 富山支部 竹澤 蓮 ﾀｹｻﾞﾜ ﾚﾝ

167 52

278 東京城西世田谷東支部 大坪　航 ｵｵﾂﾎﾞ ﾜﾀﾙ

田中 天馬 ﾀﾅｶ ﾃﾝﾏ

46

157 51

石川支部 工藤　猛 ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

280 奈良支部 上山　照太 ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾀ

152 39279 大阪なみはや支部

168 54

282 愛知東南支部 中川 龍之介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

167 54281

283 愛媛中央支部 藤田 無我 ﾌｼﾞﾀ ﾑｶﾞ

155 50

142 秋田支部 高橋　明暖 ﾀｶﾊｼ ｱﾉﾝ

163 54

164 55

285 東京城北支部 杉山　央祐 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｳｽｹ

167 51284 神奈川川崎中央支部 黒田 真夏 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅﾂ

287 大阪なみはや支部 奥村 将真 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾏ

155 54286 東京城西支部 鈴木 哉琉 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾙ

155 49

159 55



身長 体重

13歳14歳男子 ＋55kg級(中学2・3年生男子)　２６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

289 東京城東葛西支部 荻野 翔太 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ

180288 真正会 田水　春樹 ﾀﾐｽﾞ ﾊﾙｷ

174

173 73

85

外川 勝宗 ｿﾄｶﾜ ﾏｻﾑﾈ

70

78

292 愛知東南支部 中川　仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞﾝ

167291 大阪なみはや支部 濵﨑　亮 ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ

290 大阪南支部

293 大阪東南支部 宮本　陽仁 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ

161 67

294 奈良支部 鎌田　真輝 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｷ

295 千葉下総支部 荻野 八真斗 ｵｷﾞﾉ ﾔﾏﾄ

171 70

80

165 63

170

塩路　達也 ｼｵｼﾞ ﾀﾂﾔ 175 94

298 神奈川川崎中央支部 森　天斗 ﾓﾘ ﾀｶﾄ

171 89

170 66

296 香川・岡山西支部

297 長野支部 髙橋　勇翔 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ

63299 広島支部 白石 慶冴 ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ

300 大阪南支部 赤崎 開次 ｱｶｻﾞｷ ｶｲｼﾞ

162

301 東京城西世田谷東支部 秋山　大知 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

157 62

175 70

165 68梨本 湖太郎 ﾅｼﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

304 真正会 髙野　優作 ﾀｶﾉ ﾕｳｻｸ

160 65303 愛媛中央支部 高田 成之介 ﾀｶﾀ ｾｲﾉｽｹ

305 岐阜支部 西尾　咲哉 ﾆｼｵ ｻｸﾔ

178 79

302 東京城西野方支部

306 石川支部 安部 蓮滝 ｱﾝﾍﾞ ﾚﾝﾀ

175 73

178 95

65307 千葉北支部 鶴岡 琉磨 ﾂﾙｵｶ ﾘｭｳﾏ

309 愛知名古屋支部 桐澤 陽 ｷﾘｻﾜ ｱｷﾗ

176 62

167

308 長野支部 篠原 優大 ｼﾉﾊﾗ ﾏｵ

310 神奈川川崎中央支部 木村 祐大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

169 60

311 広島支部 仁科 夢希 ﾆｼﾅ ﾕﾒｷ

176 63

312 聖心館 青山　和樹 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ

162 61

63

59313 静岡駿河支部 太田　和希 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ

169

164



身長 体重

12歳女子 －45kg級(中学1年生女子)　７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

ｼﾉｻﾞｷ ﾁｻ

40

149 36

148

315 郷田道場 小川 樹夏 ｵｶﾞﾜ ｺﾉｶ

147 愛知東南支部 篠原 悠希 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ

153 41314 栃木南支部 篠﨑 千咲

152 宮城仙台道場 永沢 梨花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｶ 156 43

153 43

159 東京城北支部 石川 友亜 ｲｼｶﾜ ﾕｱ

151 43

144

群馬東支部 塚越 若菜 ﾂｶｺﾞｼ ﾜｶﾅ

43

317

316 静岡駿河支部 鈴木 静玖 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｸ



12歳女子 ＋45kg級(中学1年生女子)　４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

319 大阪なみはや支部 増村 英奈 ﾏｽﾑﾗ ｴﾅ

61318 群馬東支部 松村 宙花 ﾏﾂﾑﾗ ｿﾗｶ 158

46150

321 東京城西世田谷東支部 岡田 冴月 ｵｶﾀﾞ ｻﾂｷ

320 奈良支部 清水 咲花 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ

163 62

157 56



身長 体重

13歳14歳女子 －45kg級(中学2・3年生女子)　７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

ﾀｶﾊｼ ﾅﾕｷ

44

152 43

146

151 東京城西支部 小木戸 琉奈 ｺｷﾄﾞ ﾙﾅ

323 愛媛中央支部 白石 結愛 ｼﾗｲｼ ﾕｲﾗ

158 43322 神奈川横浜東支部 髙橋 那雪

324 東京城北支部 所 羽奈 ﾄｺﾛ ﾊﾅ 153 45

147 43

325 京都支部 鳥井 亜美里 ﾄﾘｲ ｱﾐﾘ

155 44

154

東京城西世田谷東支部 伊藤 利紗 ｲﾄｳ ﾘｻ

44

156

144 神奈川横浜東支部 齋藤 優羽 ｻｲﾄｳ ﾕｳ



身長 体重

13歳14歳女子 ＋45kg級(中学2・3年生女子)　１２名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

327 熊本帯山道場 趙 愛佳 ﾁｮｳ ｱｲｶ

158326 東京城東小岩支部 山田 愛日 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅｶ

153

150 50

49

前川 貴和女 ﾏｴｶﾜ ｷﾜﾒ

47

50

158 富山支部 小谷 真佑里 ｺﾀﾆ ﾏﾕﾘ

150329 愛知名古屋支部 奥村 琉奈 ｵｸﾑﾗ ﾙﾅ

328 静岡富士支部

330 佐賀支部 森永　楽 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾗｸ

158 47

331 静岡西遠支部 小桐 冬華 ｵｷﾞﾘ ﾌﾕｶ

157 55

332 愛媛中央支部 宮里　希喜 ﾐﾔｻﾄ ｷｷ

162 49

159 52

333 静岡駿河支部 安田　心美 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾐ

159 53154 東京城西世田谷東支部 今井　彩弥 ｲﾏｲ ｱﾔ

ﾓﾝｻﾞｷ ﾐｸ

168 52

164 53

145 千葉北支部 三冨 詩花 ﾐﾄﾐ ｳﾀｶ

158 66334 総本部札幌道場 門﨑 未来



身長 体重

15歳男子 -65kg級(高校1年生男子)　１３名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

161 長野支部 芳川 凱斗 ﾖｼｶﾜ ｶｲﾄ

160723 真正会 村田 健梧 ﾑﾗﾀ ｹﾝｺﾞ

163 55

59

725 秋田支部 田口 創太 ﾀｸﾞﾁ ｿｳﾀ

170 60724 京都支部 岡本 陽洸 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ

727 東京城東小岩支部 黒沢 陸 ｸﾛｻﾜ ﾘｸ

172 54

170 59

726 愛知東南支部 芳山 崚月

栃木南支部 篠﨑 勝 ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳ

ﾖｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ

172 63

729 東京城北支部 森山 尊斗 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾄ

163 55

168 63

728

165 62730 兵庫西支部 吉良 遥太郎 ｷﾗ ﾊﾙﾀﾛｳ

732 奈良支部 北門 也真斗 ｷﾀﾓﾝ ﾔﾏﾄ

173 59731 静岡駿河支部 高橋 秀駿 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ

733 石川支部 工藤 大和 ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ

172 65

734 愛媛中央支部 石川 廉大 ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ

171 64

168 60



身長 体重

15歳男子 ＋65kg級(高校1年生男子)　６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

736 愛知東南支部 鈴木 啓介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ

172 66735 大阪南支部 佐川 人成 ｻｶﾞﾜ ｼﾞﾝｾｲ

大阪なみはや支部

97174

76

738 愛媛中央支部 高田 悠一郎 ﾀｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

165 77737 広島支部 清水 力 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ

739

182

高寺 海翔 ﾀｶﾃﾞﾗ ｶｲﾄ

170 75

740 東京城北支部 西村 大河 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

167 75



16歳17歳男子 －65kg級(高校2・3年生男子)　１４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

63741 長野支部 塩﨑 大輔 ｼｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

164 56742 東京城西支部 金子　雄大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

164

748 東京城北支部 保立　壮真 ﾎﾀﾃ ｼｮｳﾏ

168 63747 千葉北支部 鶴岡 秀磨 ﾂﾙｵｶ ｼｭｳﾏ

744

168 60

174 63

166 64

745 静岡富士支部 前川 生向 ﾏｴｶﾜ ｲﾌﾞｷ

163 64

746 東京城北支部 山科　直史 ﾔﾏｼﾅ ﾅｵﾌﾐ

富山支部 針山 功靖 ﾊﾘﾔﾏ ｺｳｾｲ

栃木南支部 加藤 祐太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ

743 山形支部 髙橋　 洸 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 178 57

749 兵庫西支部 吉良　勘太郎 ｷﾗ ｶﾝﾀﾛｳ

173 61160

164 東京城西支部 小木戸 瑛斗 ｺｷﾄﾞ ｴｲﾄ

167 61

63165

169 62

170 62751 神奈川川崎中央支部 小寺　那央也 ｺﾃﾞﾗ ﾅｵﾔ

750 大阪東支部 西村　蓮太 ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝﾀ

175 65752 東京城北支部 飯塚　翼 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ



身長 体重

16歳17歳男子 ＋65kg級(高校2・3年生男子)　６名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

森若 壱太 ﾓﾘﾜｶ ｲｯﾀ

753 北大阪支部 長澤 龍馬 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾏ

755 静岡駿河支部 川端　翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳ

72

756 奈良支部 松原 峰大 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈｵ

754 大分支部

758 東京城西支部 岡部 慎太郎 ｵｶﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

172 75

181 89

171 73

174

757 石川支部 塗師 輝大 ﾇｼ ｷﾋﾛ

175 90

180 78



761 大阪なみはや支部 渡邊　新菜

鵜沢　菜南 ｳｻﾞﾜ ﾅﾅ

760 富山支部 伍島 采佳

194 秋田支部 桜田　まどか ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ

小林 海 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾐ

64

167 53

50

50

15歳～17歳女子(高校1～3年生女子)　９名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

759 千葉下総支部

愛知東南支部

165 63ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾆｲﾅ

162 60

763 静岡駿河支部 初川　恋渚 ﾊﾂｶﾜ ﾘﾅ

156 69762

180 茨城・埼玉北支部 鈴木　みこと ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ

764 東京城東北千住支部 宮本 ケイト ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾄ

765 千葉北支部 小城　みなみ ｺｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ

ｺﾞｼﾏ ｱﾔｶ

158

165

163

162

169 63

58



35歳～39歳男子 -80kg級　３名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

大阪なみはや支部 荒井 琢士 ｱﾗｲ ﾀｸｼﾞ

336 兵庫西支部 山田 浩人 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ

162 67335

337 大阪なみはや支部 居村 将治 ｲﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ

170 70

177 75



身長 体重

40歳〜44歳男子 －70kg級　１３名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

339 大阪天満道場 樋口　昌彦 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

168338 本部直轄四谷道場 原田 倫明 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

175 69

70

341 和歌山支部 山﨑　貴士 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ

164 69340 神奈川川崎中央支部 坂口　真也 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

342 東京城北支部 飯島　甚一 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞﾝｲﾁ

176 70

172 69

198 長野支部 青木 慎二

神奈川川崎中央支部 森　真樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ

ｱｵｷ ｼﾝｼﾞ

176 69

344 本部直轄四谷道場 水越 輝幸 ﾐｽﾞｺｼ ﾃﾙﾕｷ

175 70

176 69

343

160 63345 愛知名古屋支部 湯浅 元博 ﾕｱｻ ﾓﾄﾋﾛ

347 大阪なみはや支部 神野 勉 ｶﾝﾉ ﾂﾄﾑ

166 68346 大阪南支部 橋本 康一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ

348 東京城西世田谷東支部 原田　幸延 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ

166 67

349 神奈川横浜川崎東支部 大野　篤生 ｵｵﾉ ｱﾂｷ

160 55

170 70



身長 体重

40歳〜44歳男子 -80kg級　８名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

206 福井支部 藤野 智 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ

350 徳島・岡山南支部 四方 英二 ｼｶﾀ ｴｲｼﾞ

176

175

73

78

170 76351 奈良支部 水島 崇 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｼ

353 茨城・埼玉北支部 大内 啓次 ｵｵｳﾁ ｹｲｼﾞ

170 79

168 79

興津 穰 ｵｷﾂ ﾕﾀｶ

352 東京城西支部 中水流 嘉臣 ﾅｶｽﾞﾙ ﾖｼｵﾐ

355 徳島・岡山南支部 仁木 誠 ﾆｷ ﾏｺﾄ

170 74

356 大阪南支部 田中 則雄 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ

354 神奈川川崎中央支部

170

170 78

76



40歳〜44歳男子 +80kg級　５名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

358 長野支部 ﾏｸﾌｧｰﾚﾝ･ﾏｲｹﾙ ﾏｸﾌｧｰﾚﾝ･ﾏｲｹﾙ

82357 東京城北支部 篠　正樹 ｼﾉ ﾏｻｷ 177

178 94

83173

359 福井支部 大西　聖人 ｵｵﾆｼ ｷﾖﾋﾄ

360

361 香川・岡山西支部 薮井　祐也 ﾔﾌﾞｲ ﾕｳﾔ

神奈川横浜川崎東支部 木本　貞治 ｷﾓﾄ ｻﾀﾞﾊﾙ 174

182

85

90



身長 体重

45歳〜49歳男子 －70kg級　１７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

363 佐賀支部 飛松 孝治 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｺｳｼﾞ

362 神奈川横浜港南支部 小椋 洋石 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｼ

168

175

65

69

170 70364 茨城・埼玉北支部 川上 裕之 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾕｷ

366 千葉北支部 渋谷 賢一 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｲﾁ

163 69

169 69

168 69

170 68

365 東京城北支部 廣澤 賢臣 ﾋﾛｻﾜ ｹﾝｼﾝ

367 神奈川西湘支部 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

368 東京城西世田谷東支部 谷口 陽之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ

370 神奈川横浜北支部 大西 秀治 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ

ｶﾄｳ ﾕｳｻｸ

165 61

373 京都支部 安田 隆彦 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

372 奈良支部 田中 勢二郎 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞﾛｳ

371 大阪なみはや支部 田水 直樹 ﾀﾐｽﾞ ﾅｵｷ

369 総本部代官山道場 加藤 雄作

172 70

167 68

166 69.5

374 東京城北支部 本多 将俊 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄｼ

165 61

175 69

175 68375 東京城西世田谷東支部 今井 智道 ｲﾏｲ ﾄﾓﾐﾁ

376 石川支部 内島 武志 ｳﾁｼﾞﾏ ﾀｹｼ 165 70

繁田 健司 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

169 69378 総本部新潟中央道場 川本 真也 ｶﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ

170 69377 東京城西支部



身長 体重

45歳〜49歳男子 －80kg級　１５名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

380 京都支部 葛城 雅之 ｶﾂﾗｷﾞ ﾏｻﾕｷ

171379 東京城北支部 松本 良太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

176 73

78

382 大阪なみはや支部 平田 隆 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ

168 78381 香川・岡山西支部 寺峯　勝治 ﾃﾗﾐﾈ ﾏｻﾊﾙ

384 東京城東北千住支部 山下 学 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

182 79

385 神奈川西湘支部

383 本部直轄四谷道場 三宅 講太朗 ﾐﾔｹ ｺｳﾀﾛｳ

ｳﾒｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ

170 79

175 78

386 大阪天満道場 中野　哲弥 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ

169 80

168 73

梅下 智弘

388 奈良支部 松田　猛 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ

173 72387 本部直轄浅草道場 宇田川 桂人 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｹｲ

389 神奈川横浜川崎東支部 酒井　静雄 ｻｶｲ ｼｽﾞｵ

171 78

390 大阪なみはや支部 津村 雅史 ﾂﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ

169 79

391 香川・岡山西支部 塩路　裕 ｼｵｼﾞ ﾕﾀｶ

392

175 77

東京城南京浜支部 藤原 公伸 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾐﾉﾌﾞ

174 76

214 神奈川川崎中央支部 相澤 一賀 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 173 74

175 77



45歳〜49歳男子 +80kg級　３名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 体重身長

東京城西国分寺支部 菅井 哲夫 ｽｶﾞｲ ﾃﾂｵ

394 神奈川横浜北支部 石井 鉄也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ

187 97393

395 東京城西国分寺支部 酒井 久雄 ｻｶｲ ﾋｻｵ

173 85

95179



402

身長 体重

50歳以上男子 －70kg級　１4名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

65

396 真正会 長富　要 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶﾅﾒ

高知中央支部 藤本　彰 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ

168 70

170

399 東京城北支部 西田　光伸 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ

171 68398 東京城東北千住支部 鈴木 順一

397

69

ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

400 奈良支部 桜沢　昌一 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

166 67

403 東京城南目黒中央支部 金子 祐一郎 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁﾛｳ

401 大阪南支部 今井 宏幸 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ

169 70

174

405 神奈川横浜北支部 野見山 和久 ﾉﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

167

161

404 大阪なみはや支部 北川 宗裕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾑﾈﾋﾛ 67

68

168 68

407 愛知名古屋支部 杉坂 雅啓 ｽｷﾞｻｶ ﾏｻﾋﾛ

164 69406 東京城東北千住支部 栗原 広司 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｼﾞ

204 神奈川川崎中央支部 小寺　英志 ｺﾃﾞﾗ ｴｲｼﾞ

170 67408 大阪天満道場

179

三橋　進二 ﾐﾊｼ ｼﾝｼﾞ

68

70

168 69

千葉北支部 山田 喜一 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 171



50歳以上男子 －80kg級　１4名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 身長 体重

201 東京城南京浜支部 廣田 高志 ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ

166409 総本部道場 佐田 宏喜 ｻﾀ ﾋﾛｷ

172 79

75

411 東京城北支部 樋笠 孝博 ﾋｶﾞｻ ﾀｶﾋﾛ

177 79410 愛知名古屋支部 石橋　浩 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｼ

412 東京城南池上支部 梅本 秀樹 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

170 77

413 神奈川川崎中央支部

205 アメリカ 橋　寿朗 ﾊｼ ﾄｼｱｷ

ｵｵﾜ ﾋﾛｷ

173 78

173 79

414 富山支部 荒井　茂 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ

170 71

178 77

大和 宏樹

416 兵庫西支部 水島 勲 ﾐｽﾞｼﾏ ｲｻｵ

173 76415 東京城北支部 谷口 敬介 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ

417 静岡富士支部 加藤 眞己 ｶﾄｳ ﾏｻｷ

166 72

418 大阪なみはや支部 藏谷 薫 ｸﾗﾀﾆ ｶｵﾙ

165 79

166 72

420 東京城北支部 廣田 宗宣 ﾋﾛﾀ ﾑﾈﾉﾘ

419 愛知東三河支部 金光 宣明 ｶﾈﾐﾂ ﾉﾌﾞｱｷ 79

173 77

172



身長 体重

50歳以上男子 ＋80kg級　７名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ

422 愛知東南支部 天野 正幸 ｱﾏﾉ ﾏｻﾕｷ

177 80421 北大阪支部 岡上 朋弘 ｵｶｳｴ ﾄﾓﾋﾛ

170 93

175

424 大阪なみはや支部 北畠 正寛 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ﾏｻﾋﾛ

423 富山支部 金川 賢児 ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

178 94

87

173 98425 京都支部 中越 栄喜 ﾅｶｺﾞｼ ﾋﾃﾞｷ

ｲｼｲ ｼｮｳｼﾞ

87427 石川支部 多造 正信 ﾀｿﾞｳ ﾏｻﾉﾌﾞ

173 92426

172

香川・岡山西支部 石井 昌二



35歳以上女子 －55kg級　３名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 体重身長

正道会館 栗田　陽子 ｸﾘﾀ ﾖｳｺ

429 京都支部 辻 眞子 ﾂｼﾞ ｱﾂｺ

163 55428

225 長野支部 羽田　和美 ﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

163 53

163 53



35歳以上女子 ＋55kg級　４名

ゼッケン 支部名 氏名 フリガナ 体重身長

石川支部 安川 千鶴 ﾔｽｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ

431 埼玉中央支部 小林 陽子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ

167 62430

432 群馬西支部 高橋 幸代 ﾀｶﾊｼ ｻﾁﾖ

168 65

224 大阪なみはや支部 足立 優里 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘ

162 66

57154
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