
名前 組手クラス 型クラス 名前 組手クラス 型クラス

1 西尾　碧斗 幼年男女 ― 42 杉山　遼 小学4年　男子　初級 ―

2 新川　秀吉 幼年男女 ― 43 中西　大我 小学4年　男子　初級 小学4年　上級

3 廣澤　至 幼年男女 幼年 44 崎山　天夢 小学4年　男子　初級 小学4年　初級

4 崎山　葵夢 幼年男女 幼年 45 久野　憲太朗 小学4年　男子　初級 小学4年　上級

5 山田　秦ノ介 幼年男女 幼年 46 小池　夏向 小学4年　男子　上級 ―

6 亀山　夕陽 幼年男女 ― 47 渡邉　晟示 小学4年　男子　上級 小学4年　上級

7 林　メイゼルヨアナ 小学2年　女子　初級 小学2年　上級 48 川口　翔平 ― 小学5年　初級

8 土川　あさ陽 小学2年　女子　初級 小学2年　初級 49 林　朱羽 ― 小学5年　初級

9 徳光　彩友美 小学2年　女子　初級 ― 50 林　新竜 小学5年　男子　軽量級 ―

10 波良　すみれ 小学3年　女子　初級 ― 51 森　一翔 小学5年　男子　軽量級 ―

11 増田　愛里寿 小学3年　女子　上級 ― 52 猿渡　愛斗 小学5年　男子　重量級 小学5年　初級

12 林　ミケイライーザ 小学4年　女子　初級 小学4年　上級 53 小森　柊獅 小学5年　男子　重量級 ―

13 亀山　陽向 小学4年　女子　上級 ― 54 河合　琉樹 小学5年　男子　重量級 ―

14 早野　凪紬 小学5年　女子　初級 小学5年　初級 55 田宮　咲太朗 小学5年　男子　重量級 ―

15 佐野　琴音 小学5年　女子　初級 ― 56 田中　俊輔 小学5年　男子　重量級 ―

16 杉山　瑛信 小学1年　男子　 ― 57 若原　奨馬 小学6年　男子　軽量級 小学6年　上級

17 村中　霧丸 小学1年　男子　 ― 58 北林　凌空 小学6年　男子　軽量級 小学6年　初級

18 山田　晄ノ介 小学1年　男子　 小学1年　 59 河合　琉壱 小学6年　男子　重量級 ―

19 村瀨　想祐 小学1年　男子　 小学1年　 60 川合　琉妃愛 中学生　女子　軽量級　初級 ―

20 岡田　麗生 小学1年　男子　 ― 61 大江　くらら 中学生　女子　重量級 ―

21 川合　辰輝 小学1年　男子　 ― 62 徳光　真奈美 中学生　女子　重量級 ―

22 江良　桔平 小学2年　男子　初級 小学2年　初級 63 多賀　兜人 ― 中学生　上級

23 川村　彩人 小学2年　男子　初級 小学2年　初級 64 久野　介誠 ― 中学生　上級

24 奥田　陽真 小学2年　男子　初級 小学2年　初級 65 小川　快都 中学1年　男子　軽量級 ―

25 兒玉　海音 小学2年　男子　初級 小学2年　初級 66 渡邉　将人 中学1年　男子　重量級 中学生　上級

26 森　善弥 小学2年　男子　初級 ― 67 馬淵　圭吾 中学2年　男子　重量級 ―

27 大久保　晴陽 小学2年　男子　初級 ― 68 小森　光 中学2年　男子　重量級 ―

28 中村　琉雅 小学2年　男子　上級 ― 69 藤内　湧月 高校生　男子　軽量級 ―

29 渡邉　史弥 小学2年　男子　上級 小学2年　上級 70 多賀　佳奈 ― シニア【30歳以上】　初級

30 亀山　旦陽 小学2年　男子　上級 ― 71 早崎　信子 ― シニア【30歳以上】　初級

31 神谷　謙伍 小学3年　男子　初級 小学3年　初級 72 山田　幸司 男子シニア40歳以上50歳未満　軽量級 ―

32 長屋　大輝 小学3年　男子　初級 ― 73 多賀　俊公 男子シニア40歳以上50歳未満　重量級 シニア【30歳以上】　上級

33 浅野　陽向 小学3年　男子　初級 ― 74 古定　啓司 男子シニア50歳以上　軽量級 ―

34 西山　蓮 小学3年　男子　初級 小学3年　上級 75 大江　楓音 一般女子セーフティー　上級 ―

35 浅野　寿斗 小学3年　男子　初級 小学3年　初級 76 崎森　めい 一般女子セーフティー　上級 ―

36 田中　祐雅 小学3年　男子　初級 ― 77 小林　凛音 一般女子フルコンタクト　上級　軽量級 ―

37 廣澤　在 小学3年　男子　初級 小学3年　初級 78 釘宮　大誌 一般男子　初級 ―

38 渡邊　全 小学3年　男子　初級 ― 79 田中　達晃 一般男子　初級 ―

39 神山　隼翔 小学3年　男子　初級 小学3年　初級 80 髙橋　直冶 一般男子　上級　重量級 ―

40 松岡　利空 小学3年　男子　初級 小学3年　初級 81 新野　博紀 一般男子　上級　重量級 ―

41 長柄　昊和 小学3年　男子　初級 小学3年　初級
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