
クラス 優勝 準優勝 第３位 第４位
近藤　勇樹 若佐　建輔 橋本　悠紀
全極真志優会 武心塾 中山道場

福永　匠真 有銘　大貴 八木　隼斗 飯川　潤一
ＫＷＦ千葉田中道場 白蓮会館 全極真志優会 極真会館足立荒川天野道場

横塚　怜奈 北　幸
優心塾 優心塾

高林　美空 小椋　ちはる 髙橋　向日葵 澤井　珠朱
優心塾 全極真志優会 白蓮会館 淑徳巣鴨空手道部

クラス 優勝 準優勝 第３位 第３位
森下　泰成 市川　勇士 深井　晴翔 朽木　研徳

拳気道会 白蓮会館 極真拳武會 全極真志優会

田中　琉海 沼田　来璃 小林　治真 植野　海空偉
極真拳武會 フルコンタクトカラテスクール 佐々木道場 昭誠会

冨田　和花 大西　玲奈 小熊　莉瑠
桜塾 忍會 善志会

橋本　怜 秋本　龍哉 朽木　永徳 鶴田　朝陽
白蓮会館 全極真志優会 全極真志優会 白蓮会館

大場　心遥 齋藤　絵奈 安部　美涼
大場道場 極真拳武會 光誠会

井上　豪 逸見　新 西江　優真 堤　智也
白蓮会館 四葉会 横浜田中道場 佐々木道場

大鹿　礼毅 八牟禮　類斗 青木　虎ノ介 松園　公謙
大鹿道場 全極真志優会 誠真会館 佐々木道場

冨田　華帆 杉野　史織 荒井　紗乃
桜塾 極真拳武會 佐々木道場

鶴田　大洋 富澤　瑞己 森川　奏 秋本　晟弐
白蓮会館 昭武館カラテ ＫＷＦ千葉田中道場 全極真志優会

野見山　然宇 服部　瑛心 中野　太陽 島越　龍政
白蓮会館 大場道場 昭誠会 誠真会館

森　由里愛 北　さくら 髙島　いと葉
極真拳武會 優心塾 誠真会館

山田　菜々
誠真会館

木下　和哉 石躍　健人 藤井　結大 日高　輝
誠真会館 平塚道場 誠真会館 平塚道場

田熊　修千 田中　漣 一瀬　琥次郎 柳田　竜都
昭誠会 誠真会館 誠真会館 一狼塾

田中　一誠 波木井　春陽 平野　優心 山澤　凛太郎
光誠会 白蓮会館 極真拳武會 白蓮会館

山口　瑠華 井上　友梨香 佐々木　望花 石﨑　美陽
昭誠会 白蓮会館 佐々木道場 拳気道会

熊谷　凜 秋森　結衣 佐々木美央菜
光誠会 善志会 誠真会館

工藤　颯太 亀井　胡太朗 高橋　景虎 川上　雄太郎
大鹿道場 北斗會中平道場 誠真会館 誠真会館

大竹　正希 髙橋　秀弥 寄川　孝那 竹内　優翔
大場道場 大鹿道場 誠真会館 誠真会館

戸田　蒼太 渡辺　陽人 本多　虎太郎 野添　裕誠
誠真会館 昭武館カラテ 大場道場 静岡県山口道場

岩滝　紗寧 井上　桜花香 柴崎　心希 鈴木　芽衣
新武会 全極真志優会 総極真釘嶋道場 武心塾カラテ

佐々木ひかる 仁田水　咲良 南部　晴
全極真志優会 誠真会館 誠真会館

岡山　月輝 岸本　旺志郎 細谷　成 安藤　輝
白蓮会館 中山道場 大場道場 極真拳武會

川合　勇信 岡部　慶太 一瀬　琥太郎 八木　祥平
誠真会館 昭誠会 誠真会館 全極真志優会

原品　瑞帆 大鹿　倫毅 中田　悠介 高橋　太朗
拳気道会 大鹿道場 静岡県山口道場 北斗會中平道場

小金澤　亮馬 内田　侃斗 鵜野　凌太郎 野見山　嘉瞳
極真拳武會 昭武館内田道場 昭武館内田道場 白蓮会館

四元　海斗 八牟禮　来輝 鈴木　逸汰 赤津　琉斗
優心塾 全極真志優会 優心塾 全極真志優会

吉田　樹 山本　貫太 濱口　由統 伊藤　恭平
誠真会館 武将會 誠真会館 優心塾

重松　凜 柳田　稀音 佐藤　ひかり 下田　まりあ
優心塾 一狼塾 優心塾 神奈川県井上道場

川上　日菜乃 櫻井　友奈 高見　萌々子 石﨑　莉子
誠真会館 誠真会館 全極真志優会 拳気道会

松原　瑠香 川合　ひより 伊藤　緋生
拳蹴武会中島道場 誠真会館 誠真会館

岸　蔵之介 八木　海友 佐野　鳳輝 細田　陽斗
優心塾 優心塾 淑徳巣鴨空手道部 優心塾

久保田　陸翔 飯田　大智 鈴木　麗空歩 菊田　隆世
全極真志優会 極真拳武會 静岡県山口道場 拳気道会

髙橋　和久 小林　正弘 倉田　幸夫 須釜　康次
髙橋道場 秀武会荒川サークル 武心塾カラテ 昭武館内田道場

内田　麻希
慧眼道場

チャンピオンシップ選抜＆上級の部　入賞者

一般男子 上級軽量級

一般男子 上級重量級

一般女子 上級重量級（高校生以上）

一般女子 上級軽量級（高校生以上）

小学３年生　男子　上級重量級

小学２年生　男子　上級

幼年　男女混合　上級

小学１年生　男子　上級

小学１年生　女子　上級

小学６年生　男子　上級重量級

小学６年生　女子　上級重量級

中学２・３年生男子 上級重量級

小学６年生　女子　上級軽量級

小学４年生　女子　上級軽量級

小学４年生　女子　上級重量級

小学５年生　男子　上級重量級

小学５年生　女子　上級軽量級

中学１年生男子 上級軽量級

シニア男子 上級

シニア女子 上級

中学生女子 上級軽量級

中学生女子 上級中量級

高校生男子 上級軽量級

高校生男子 上級重量級

中学生女子 上級重量級

ベスト８賞中学２・３年生男子 上級軽量級

中学１年生男子 上級重量級

ベスト８賞

【２０２２ 全極真 関東空手道選手権大会】

ベスト８賞小学６年生　男子　上級軽量級

ベスト８賞小学５年生　男子　上級軽量級

小学５年生　女子　上級重量級

小学４年生　男子　上級軽量級

小学４年生　男子　上級重量級

小学２年生　女子　上級

小学３年生　女子　上級

小学３年生　男子　上級軽量級


