
実戦空手道 優心塾 

氏名 ふりがな 段・級 身長 体重 カテゴリー 

北 さくら きた さくら １０級 108cm 17.5kg 幼年男女混合(選抜) 

増子 遼大 ますこ りょうだい ７級 136cm 32kg 小３男子(選抜) 

北 英雄 きた ひでお ７級 120cm 23.5kg 小３男子(選抜) 

河上 哲大 かわかみ てった ７級 133cm 29.5kg 小４男子(選抜) 

濱﨑 悠翔 はまさき ゆうと ８級 141cm 37kg 小４男子(選抜) 

丹 音人 たん おとひと ７級 139cm 32kg 小４男子(選抜) 

鈴木 逸汰 すずき はやた ７級 133cm 29.5kg 小４男子(選抜) 

四元 海斗 よつもと かいと ７級 138cm 27.5kg 小４男子(選抜) 

高橋 幸暉 たかはし こうき ７級 130cm 30kg 小４男子(選抜) 

石黒 晴悟 いしぐろ せいご ７級 134cm 31kg 小４男子(選抜) 

佐藤 ひかり さとう ひかり ８級 131cm 25kg 小４女子(選抜) 

重松 凜 しげまつ りん ３級 136cm 32kg 小５女子(選抜) 

及川 大慶 おいかわ ひろちか ５級 140cm 30kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

髙嶋 里律 たかしま りつ ７級 150cm 41kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

増子 遥稀 ますこ はるき ６級 140cm 30kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

結縄 一樹 ゆいなわ かずき ６級 143cm 54kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

四元 大地 よつもと だいち ７級 155cm 42kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

飯野 博人 いいの ひろと ６級 165cm 71kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

廣瀬 月渚 ひろせ るな ４級 152cm 52kg 小６女子(選抜) 

北 幸 きた ゆき ５級 152cm 50kg 小６女子(選抜) 

結城 知也 ゆうき ともや ３級 164cm 45kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

佐藤 聖汰 さとう せいた ３級 156cm 42kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

八木 海友 やぎ かいと ２級 152cm 44.5kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

鈴木 瑛弐 すずき えいじ ３級 152cm 47kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

高林 蓮斗 たかばやし れんと ２級 153cm 44kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

細田 陽斗 ほそだ はると ３級 163cm 53kg 中学生男子上級中量 60kg未満(選抜) 

岸 蔵之介 きし くらのすけ １級 168cm 61kg 中学生男子上級重量 60kg以上(選抜) 

岩田 侑里 いわた うるり ４級 154cm  中学生女子上級軽量 50Kg未満(選抜) 

岸 凜太朗 きし りんたろう 初段 166cm 64kg 高校生男子上級軽量 65kg未満(選抜） 

横塚 怜奈 よこつか れいな 初段 162cm  一般女子上級重量 55kg以上 

高橋 尚暉 たかはし なおき ９級 115cm 21kg 小１男子初級 9級以下 

吉岡 奏祐 よしおか そうすけ ８級 120cm 22kg 小２男子初級 8級以下 

守屋 楽 もりや がく ７級 133cm 27kg 小３男子初級 7級以下 

仁科 結月 にしな ゆづき ７級 120cm 20.6kg 小４女子初級 6級以下 

山本 琉晟 やまもと りゅうせい 無級 172cm 66kg 高校生男子初級 5級以下 

結城 莉沙 ゆうき りさ ９級 157cm  一般女子初級 

北パッカワディー きたぱっかわでぃー ７級 148cm  シニア女子初級 

結城 貴子 ゆうき たかこ ７級 159cm  シニア女子初級 

集計 38         

 


