
優勝 準優勝 三位 三位

向川　健清 駒　泰志 佐藤　市惺 杉山　ゆいき
新極真会　愛知中央支部 新極真会　滋賀中央支部 新極真会　三重北道場 新極真会　愛知中央支部

中田　翼 任田　琉之介 山田　晄ノ介 馬田　莉空
新極真会　三重中央支部 新極真会　三重北道場 新極真会　岐阜支部 新極真会　三重北道場

徳永　風飛 向井　歩 野間　海希 兒玉　海音
新極真会　福岡支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　三重中央支部 新極真会　岐阜支部

林　メイゼルヨアナ 今泉　龍翔 四宮　矢馬人 大沢　佳子
新極真会　岐阜支部 新極真会　福岡支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　大阪なにわ城北道場

川北　徠斗 古橋　龍生 長柄　昊和 寺西　俠一朗
新極真会　福井中央支部 新極真会　奈良支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　三重中央支部

新見　優希 川端　皇成 満江　有飛 山下　颯太朗
新極真会　静岡支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　愛知中央支部

西尾　來姫 崎山　天夢
新極真会　愛知中央支部 新極真会　岐阜支部

前田　麗亜 岸江　藍沙 野田　龍輝 奥村　里梨
新極真会　大阪なにわ城北道場 新極真会　三重中央支部 新極真会　三重中央支部 新極真会　滋賀中央支部

吉森　天羽 溝口　七海 猿渡　愛斗 田村　結良
新極真会　岡山東支部 新極真会　三重北道場 新極真会　岐阜支部 新極真会　奈良支部

川端　莉緒 石黒　花穏 小野　颯大 三浦　絃正
新極真会　兵庫中央支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　滋賀中央支部 新極真会　兵庫中央支部

古橋　咲愛 出口　翔優
新極真会　奈良支部 新極真会　福井中央支部

岡村　星那 若原　奨馬
新極真会　滋賀中央支部 新極真会　岐阜支部

長谷川　璃來 渡邉　将人 新見　陽仁 中田　響
新極真会　愛知中央支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　静岡支部 新極真会　三重中央支部

多賀　佳奈
新極真会　岐阜支部

林　慶子 小嶋　徹
新極真会　大阪なにわ城北道場 新極真会　愛知中央支部

小学5年　初級

型

幼年

小学1年　

小学2年　初級

小学2年　上級

小学3年　初級

小学3年　上級

小学4年　初級

小学4年　上級

小学5年　上級

小学6年　初級

小学6年　上級

中学生　上級

シニア【30歳以上】　初級

シニア【30歳以上】　上級
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優勝 準優勝 三位 三位

杉山　ゆいき 佐藤　市惺 新井　櫻子 大岩　蓮大
新極真会　愛知中央支部 新極真会　三重北道場 新極真会　愛知中央支部 栄神会

松野　愛咲
新極真会　愛知中央支部

徳光　彩友美 山﨑　心楓 林　メイゼルヨアナ 鈴木　彩寧
新極真会　岐阜支部 新極真会　静岡支部 新極真会　岐阜支部 誠拳會館

渡邊　絵美梨 嶋田　花音

久保田道場　 新極真会　滋賀中央支部

松田　琉花 波良　すみれ
新極真会　静岡支部 新極真会　岐阜支部

土岐　つばさ 増田　愛里寿
新極真会　愛知中央支部 新極真会　岐阜支部

西尾　來姫 林　ミケイライーザ
新極真会　愛知中央支部 新極真会　岐阜支部

鈴木　心優梨 前田　菊乃 亀山　陽向 外園　都愛
新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　愛知中央支部

溝口　七海 村松　莉央
新極真会　三重北道場 新極真会　静岡支部

原田　紗穂 田端　莉茄 松本　莉和 田村　結良
新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　静岡支部 新極真会　奈良支部

村越　由季乃
新極真会　静岡支部

岡田　真弓禾 大澤　柚月 内田　麗汎 野澤　侑樹
新極真会　愛知中央支部 神谷塾 久保田道場　 新極真会　静岡支部

安藤　仁汰 村越　一真 長江　政宗 杉山　瑛信
新極真会　愛知中央支部 新極真会　静岡支部 久保田道場　 新極真会　岐阜支部

森　善弥 奥田　陽真 万里川　天佑 小林　千歳
新極真会　岐阜支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　滋賀中央支部 新極真会　滋賀中央支部

岸本　瑛太 中村　琉雅 溝口　航太 増田　昭彦
新極真会　兵庫中央支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　三重北道場 新極真会　愛知中央支部

田中　祐雅 西山　蓮 城田　歩睦 門馬　瑚心
新極真会　岐阜支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　三重北道場 新極真会　静岡支部

山下　颯太朗 川端　皇成 勝谷　奏海 大岩　竜大
新極真会　愛知中央支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　愛知中央支部 栄神会

井上　誠介 崎山　天夢 久野　憲太朗 中越　―瑳
新極真会　兵庫中央支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　愛知中央支部

野田　龍輝 渡邉　晟示 杉山　ゆずゆ 菅谷　漣佑
新極真会　三重中央支部 新極真会　岐阜支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部

合澤　桜虎 近持　凛太朗 高山　東弥 本多　重翔
新極真会　滋賀中央支部 新極真会　三重北道場 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　兵庫中央支部

小学2年　女子　上級

小学2年　女子　初級

小学1年　女子　

幼年男女

組手

小学3年　女子　初級

小学2年　男子　上級

小学2年　男子　初級

小学1年　男子　

小学6年　女子　上級

小学5年　女子　上級

小学6年　女子　初級

小学5年　女子　初級

小学4年　女子　上級

小学4年　女子　初級

小学3年　女子　上級

小学5年　男子　軽量級

小学4年　男子　上級

小学4年　男子　初級

小学3年　男子　上級

小学3年　男子　初級
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前田　翔亜 小森　柊獅 植田　駿斗 山田　皐
新極真会　大阪なにわ城北道場 新極真会　岐阜支部 新極真会　大阪なにわ城北道場 新極真会　愛知中央支部

浦畑　陽人 宮腰　彪雅 岡村　星那 中本　武琉
新極真会　京都南支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　滋賀中央支部 新極真会　奈良支部

鈴木　宥大 モリ　ラフアエルダイキ 伊地知　大雅 大森　礼士
新極真会　静岡支部 新極真会　愛知中央支部 大井塾 新極真会　大阪神戸湾岸支部

川合　琉妃愛
新極真会　岐阜支部

青田　芽依
新極真会　三重中央支部

中田　響 徳光　真奈美
新極真会　三重中央支部 新極真会　岐阜支部

渡邉　和真 新見　陽仁 鈴木　海斗 岡田　颯史
新極真会　静岡支部 新極真会　静岡支部 新極真会　静岡支部 新極真会　長野支部

内田　全祇 石黒　晴葵

久保田道場　 新極真会　愛知中央支部

梅原　蒼平 岸本　晃成
新極真会　愛知中央支部 新極真会　兵庫中央支部

岡田　全史 夏目　隆史 秋山　翔琉 千足　奏斗
新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　兵庫中央支部 新極真会　滋賀中央支部

柴田　琉央 藤内　湧月
新極真会　奈良支部 新極真会　岐阜支部

林　浩之
新極真会　大阪なにわ城北道場

山本　和広 古井　敦士 久野　泰典 細川　尊史
新極真会　静岡支部 新極真会　大阪なにわ城北道場 新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部

城戸　崇博 多賀　俊公
新極真会　三重北道場 新極真会　岐阜支部

古定　啓司
新極真会　岐阜支部

杉山　和重
新極真会　静岡支部

尾西　花香
新極真会　愛知中央支部

山口　遥花
新極真会　愛知中央支部

田中　達晃 山田　裕也 伊藤　一真 中越　俊治
新極真会　岐阜支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部

木田　彪吾 鈴木　健志郎

光武会館　 新極真会　愛知中央支部

浜田　航希 本山　杏平
新極真会　愛知中央支部 新極真会　愛知中央支部

中学1年　男子　軽量級

中学生　女子　軽量級　上級

一般男子　初級

高校生　男子　軽量級

中学2年　男子　重量級

中学2年　男子　軽量級

中学1年　男子　重量級

小学5年　男子　重量級

一般男子　上級　重量級

一般女子フルコンタクト　上級　軽量級

一般女子セーフティ　上級

男子シニア50歳以上　重量級

男子シニア50歳以上　軽量級

男子シニア40歳以上50歳未満　重量級

男子シニア40歳以上50歳未満　軽量級

男子シニア30歳以上40歳未満　重量級

一般男子　上級　軽量級

中学生　女子　重量級

中学生　女子　軽量級　初級

小学6年　男子　重量級

小学6年　男子　軽量級
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