
昭武館 

氏名 ふりがな 所属道場  段・級 身長 体重 カテゴリー 

堀田 愛斗 ほりた まなと 荒川道場 6級 131cm 26kg 小３男子(選抜) 

大武 麻優 おおたけ あゆた 荒川道場 2級 146cm 45kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

四家 潤也 しけ じゅんや 荒川道場 初段 169cm 61kg 一般男子上級軽量 67kg未満 

荒川 博 あらかわ ひろし 荒川道場 四段 175cm 74kg 一般男子上級中量 77kg未満 

猪瀬 愛生 いのせ えみ 荒川道場 無級 121cm 23kg 幼児年長初級男女混合 

最上 颯太 もがみ そうた 荒川道場 無級 120cm 23kg 小２男子初級 8級以下 

内野 優斗 うちの ゆうと 荒川道場 無級 121cm 28kg 小２男子初級 8級以下 

渡辺 陽人 わたなべ はると 荒川道場 無級 120cm 32kg 小２男子初級 8級以下 

猪瀬 誠生 いのせ ともき 荒川道場 8級 126cm 26kg 小２男子初級 8級以下 

澁谷 海斗 しぶや かいと 荒川道場 9級 129cm 32kg 小２男子初級 8級以下 

岩渕 翔弥斗 いわぶち かやと 荒川道場 7級 130cm 26.8kg 小３男子初級 7級以下 

野崎 莉乙 のざき りお 荒川道場 7級 130cm 26kg 小３女子初級 7級以下 

野崎 瑠生 のざき るい 荒川道場 7級 133cm 28kg 小４男子初級 6級以下 

松橋 怜央 まつはし れお 内田道場 8級 110cm 19kg 幼年男女混合(選抜) 

安田 晴希 やすだ はるき 内田道場 8級 113cm 20kg 小１男子(選抜) 

内田 瑠々 うちだ るる 内田道場 6級 119cm 21kg 小１女子(選抜) 

安田 愛梨 やすだ あいり 内田道場 4級 129cm 27kg 小３女子(選抜) 

内田 悠々 うちだ ゆゆ 内田道場 2級 132cm 28kg 小３女子(選抜) 

安田 光希 やすだ こうき 内田道場 1級 146cm 37kg 小５男子重量 36kg以上(選抜) 

山口 舞美 やまぐち まみ 内田道場 6級 156cm 49kg 小６女子(選抜) 

安田 朗徳 やすだ あきのり 内田道場 初段 171cm 69kg 一般男子上級中量 77kg未満 

白𡈽 貴司 しらと たかし 内田道場 2級 174cm 87kg 一般男子上級重量 77kg以上 

須釜 康次 すがま こうじ 内田道場 初段 170cm 64kg シニア男子上級軽量 70kg未満 

東嶋 隆 ひがしじま たかし 内田道場 1級 180cm 89kg シニア男子上級重量 70kg以上 

関口 蒼司 せきぐち あおし 内田道場 9級 120cm 17.5kg 小１男子初級 9級以下 

座馬 美羽 ざま みう 内田道場 無級 110cm 20kg 小１女子初級 9級以下 

山口 孝希 やまぐち こうき 内田道場 8級 130cm 29kg 小２男子初級 8級以下 

松本 碧太 まつもと そうた 内田道場 7級 135cm 36kg 小３男子初級 7級以下 

山口 航 やまぐち わたる 内田道場 7級 150cm 38kg 小４男子初級 6級以下 

島﨑 来空 しまざき らいあ 内田道場 7級 151cm 55kg 小６男子初級 5級以下 

𠮷澤 直樹 よしざわ なおき   四段 170cm 76.5kg 一般男子上級中量 77kg未満 

稲森 優昴 いなもり ゆたか   弐段 175cm 77kg 一般男子上級重量 77kg以上 

久保田 和生 くぼた かずき   参段 173cm 82kg シニア男子上級重量 70kg以上 

集計 33           

 


