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本間かな 士衛塾小新 竹内友 士衛塾白根 佐藤航大 士衛塾白根 飯尾日和 士衛塾青山

塩野大悟 士衛塾加茂 松野蒼也 士衛塾青山 三野敦大 士衛塾加茂 前田咲彩 士衛塾豊栄早通

古屋湧成 士衛塾山梨県本部 前田旺心 士衛塾豊栄早通 矢岸頼知 士衛塾坂井輪 千野輝 士衛塾小新

丸山慧大 士衛塾総本部 江口全 士衛塾豊栄 櫻林晃成 士衛塾山梨県本部 中村伊吹 士衛塾山梨県本部

木村富岳 士衛塾総本部 田澤心 士衛塾加茂 長谷川統 士衛塾新発田城南 柄沢樹希 士衛塾加茂

松井虹来 士衛塾柏崎 柄沢修宇 士衛塾加茂 矢﨑凜夏 士衛塾山梨県本部 阿部颯馬 士衛塾柏崎

高木遥愛 千山道場 堀田健二郎 千山道場

須藤友汰 極真安斎 和田流星心 神武館 田宮明 神武館 青栁佑汰 士衛塾総本部

竹口寛人 千山道場 澤谷心和 千山道場 堀田尚聖 千山道場

猪俣龍史郎 極真安斎 渡辺百優 士衛塾曽野木 西脇成海 士衛塾曽野木 山際健児 士衛塾亀田

杉本帆名美 千山道場 高木聡汰 千山道場

有澤琉衣 武奨館 堀田みず希 千山道場 遠藤優衣 神武館 塚本弥鼓 千山道場

日尾心優 武奨館 外山瑠奈 士衛塾豊栄

永井樹 神武館 戸屋絆 神武館 若木結誠 士衛塾新発田城南 澤谷健心 千山道場

十二琉生 千山道場

高橋琉玖斗 神武館 武島哲平 極真坂本金町 高橋來己 士衛塾総本部 中村聖絆 士衛塾総本部

中村釉捺 士衛塾総本部 岡田佳奈 士衛塾総本部 中田杷奈 武奨館 岩井呼春 極真安斎

山吉陽菜 千山道場 中川はる香 千山道場 吉澤詩桜 千山道場

巻淵元希 士衛塾総本部 西山柚月 士衛塾総本部 大澤寿馬 士衛塾総本部 猪俣惇史 極真安斎

安斎優翔 極真安斎 小川理貴 士衛塾新津

加藤らら 士衛塾新潟西 中川ユキ子 千山道場 竹口香織 千山道場

第4位

一般・マスター女子全日本選抜

優勝

優勝

小6男子全日本選抜

繰上げ権利獲得者

繰上げ権利獲得者

中学女子全日本選抜

中学男子全日本選抜

準優勝 第3位

準優勝 第3位 第4位

小5男子全日本選抜
繰上げ権利獲得者

小３～４A全日本選抜外

小３～４B全日本選抜外

小５～６全日本選抜外

中学高校全日本選抜外

優勝

優勝

準優勝 第3位

優勝 準優勝 第3位 第4位

優勝 準優勝 第3位

優勝 準優勝 第3位 第4位

第4位

小5女子全日本選抜
繰上げ権利獲得者

優勝 準優勝 第3位

準優勝 第3位

小1～2全日本選抜

準優勝 第3位

第4位

小4全日本選抜
繰上げ権利獲得者

優勝 準優勝 第3位 第4位

小3全日本選抜
繰上げ権利獲得者

優勝 準優勝 第3位 第4位

優勝 準優勝

第3位 第4位

優勝 準優勝 第3位 第4位

優勝 準優勝

幼年全日本選抜外

優勝 準優勝 第3位 第4位
小１～２全日本選抜外

優勝 準優勝 第3位 第4位

優勝 第4位
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紺野北斗 神武館 吉澤利浩 千山道場 山本栄克 千山道場

俵美佐雄 千山道場

既獲得者 今大会での権利獲得者

順位 チーム名 所属道場

優勝 ＩＲＩ 田宮いこい 高橋琉玖斗 永井樹 神武館

準優勝 ミルキークイーン 大澤海聖 高橋來己 中村聖絆 士衛塾総本部

第３位 ＳＫＹ 和田流星心 戸屋絆 遠藤優衣 神武館

第４位 麒麟山 市川恵大 小西智貴 吉尾晃大 士衛塾新潟西

千山万岳 堀田尚聖 澤谷心和 竹口寛人 千山道場

千山万水 十二琉生 塚本弥鼓 高木聡汰 千山道場

一雨千山潤す 堀田みず希 澤谷健心 杉本帆名美 千山道場

順位 チーム名 所属道場

優勝 コシヒカリ タッシュマイケル城 大澤寿馬 中村釉捺 士衛塾総本部

準優勝 新之助 佐藤千裕 巻淵元希 西山柚月 士衛塾総本部

第３位 安斎白虎 猪俣淳史 安斎優翔 岩井呼春 極真安斎

第４位 一笑千山青 吉澤詩桜 中川はる香 俵聖貴 千山道場

順位 チーム名 所属道場

優勝 桜花千山 中川ユキ子 山本栄克 俵美佐雄 千山道場

準優勝 千山雨晴 竹口香織 山本悠釉 山吉陽菜 千山道場

既獲得団体 今大会での権利獲得団体

一般・マスター男子全日本選抜
繰上げ権利獲得者

名前

繰上げ権利獲得

名前

名前

小学生団体

一般団体

中学生団体


