
極真拳武會 

氏名 ふりがな 所属道場  段・級 身長 体重 カテゴリー 

山田 豪 やまだ ごう 神楽坂道場 ６級 123cm 22kg 小１男子(選抜) 

齋藤 志貴 さいとう  しき 蒲田道場 ６級 131cm 30kg 小２男子(選抜) 

佐川 虎太郎 さがわ こたろう 蒲田道場 初段 177cm 85kg 一般男子上級重量 77kg以上 

滝  悠吾 たき ゆうご 川崎元住吉支部 ２級 143cm 35kg 小５男子軽量 36kg未満(選抜) 

渡辺 圭二朗 わたなべ けいじろう 川崎元住吉支部 １級 142cm 30kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

渋谷 怜 しぶや れん 川崎元住吉支部 初段 168cm 75kg 一般男子上級中量 77kg未満 

脇坂 大吾 わきさか だいご 川崎元住吉支部 １級 171cm 64kg シニア男子上級軽量 70kg未満 

丹山 映汰 にやま えいた 菅野道場 ３級 142cm 42kg 小４男子(選抜) 

飯塚 晄太朗 いいづか こうたろう 菅野道場 ３級 142cm 39kg 小５男子重量 36kg以上(選抜) 

笹本 青 ささもと あお 菅野道場 ２級 142cm 40kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

岡本 悠 おかもと ゆう 菅野道場 ９級 115cm 18.5kg 小１男子初級 9級以下 

紺野 奏介 こんの そうすけ 菅野道場 ９級 114cm 19kg 小１男子初級 9級以下 

服部 壬 はっとり じん 菅野道場 ８級 128cm 25kg 小２男子初級 8級以下 

笹本 朱里 ささもと あかり 菅野道場 ８級 121cm 29kg 小２女子初級 8級以下 

山﨑 明日香 やまざき あすか 菅野道場 ７級 124cm 25kg 小３女子初級 7級以下 

門馬 凛志 もんま りんじ さいたま浦和支部 無級 135cm 30kg 小４男子(選抜) 

小金澤 亮馬 こがねざわ りょうま さいたま浦和支部 ２級 135cm 30kg 小５男子軽量 36kg未満(選抜) 

石本 純也 いしもと じゅんや さいたま浦和支部 ２級 153cm 47kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

紅谷 凱 べにや がい さいたま浦和支部 初段 164.5cm 54.5kg 中学生男子上級中量 60kg未満(選抜) 

貞包 顕成 さだかね けんせい 埼京城北支部 ３級 141cm 37.2kg 小４男子(選抜) 

尾崎 宏太 おざき こうた 埼京城北支部 初段 173cm 74kg 一般男子上級中量 77kg未満 

梶原 颯隼 かじわら はやと 埼京城北支部 ９級 120cm 22kg 小１男子初級 9級以下 

青木 悠隼 あおき ひさと 城南品川支部 ２級 144cm 54kg 小４男子(選抜) 

髙崎 光 たかさき こう 城南世田谷支部経堂道場 ６級 135cm 29.7kg 小３男子(選抜) 

西澤 英叶 にしざわ えいと 城南世田谷支部経堂道場 ５級 150cm 35kg 小５男子軽量 36kg未満(選抜) 



髙野 樹 たかの いつき 城南世田谷支部経堂道場 １０級 130cm 24kg 小３男子初級 7級以下 

髙野 勇人 たかの はやと 城南世田谷支部経堂道場 ８級 172cm 64.5kg シニア男子初級軽量 70kg未満 

星谷 桜汰 ほしや おうた 城南世田谷支部二子玉川道場 １０級 113cm 16kg 幼年男女混合(選抜) 

平野 優心 ひらの ゆうしん 城南世田谷支部二子玉川道場 ５級 122cm 25kg 小１男子(選抜) 

安藤 輝 あんどう てる 城南世田谷支部二子玉川道場 ８級 128cm 24kg 小３男子(選抜) 

平野 拳心 ひらの けんしん 城南世田谷支部二子玉川道場 １級 150cm 40kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

中原 洋一 なかはら よういち 城南世田谷支部二子玉川道場 弐段 166cm 65kg シニア男子上級軽量 70kg未満 

武藤 祥司 むとう しょうし 城南世田谷支部二子玉川道場 ７級 133cm 33kg 小３男子初級 7級以下 

渋谷 優花 しぶや ゆうか 城南世田谷支部二子玉川道場 １０級 137cm 31kg 小４女子初級 6級以下 

須賀 海裕 すが かいゆう 城南世田谷支部二子玉川道場 ５級 170cm 56kg 中学生男子初級 5級以下 

福田 恵大 ふくだ けいと 千鳥有明支部 ７級 116cm 22kg 幼年男女混合(選抜) 

横田 來双 よこた ななみ 千鳥有明支部 ７級 112cm 26kg 小１女子(選抜) 

亀田 怜志 かめだ れいし 千鳥有明支部 ５級 130cm 30kg 小２男子(選抜) 

横田 光希 よこた みつき 千鳥有明支部 ５級 124cm 29kg 小３男子(選抜) 

福田 大翔 ふくだ ひろと 千鳥有明支部 ５級 130cm 27.6kg 小３男子(選抜) 

中野 雄介 なかの ゆうすけ 千鳥有明支部 ６級 178cm 64kg シニア男子初級軽量 70kg未満 

中村 奏凪 なかむら そな 平和島道場 ５級 145cm 46kg 小３女子(選抜) 

横地 李佳 よこち りよ 平和島道場 ８級 129cm 25kg 小３女子初級 7級以下 
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