
総極真 東京都友心会 

氏名 ふりがな 段・級 身長 体重 カテゴリー 

畠山 幸星 はたけやま こうせい ９級 117cm 21kg 小１男子(選抜) 

米山 篤志 よねやま あつし ７級 132cm 26kg 小２男子(選抜) 

西川 璃旺 にしかわ りお ９級 122cm 24kg 小２男子(選抜) 

小林 寛 こばやし かん ６級 130cm 25kg 小３男子(選抜) 

東本 海翔 ひがしもと かいと ６級 140cm 30kg 小３男子(選抜) 

木暮 愛斗 きぐれ あいと ４級 135cm 27kg 小４男子(選抜) 

米山 隼翔 よねやま はやと ５級 141cm 33kg 小４男子(選抜) 

内野 冴亮 うちの さすけ ５級 133cm 36kg 小４男子(選抜) 

柴本 大雅 しばもと たいが ５級 145cm 46kg 小４男子(選抜) 

室岡 英司 むろおか えいじ ５級 145cm 40kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

田村 俊汰 たむら しゅんた ４級 155cm 70kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

本間 彪雅 ほんま ひょうが ６級 154cm 47kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

佐竹 慧多朗 さたけ けいたろう ２級 168cm 49kg 中学生男子上級軽量 50kg未満(選抜) 

岡田 伸一 おかだ しんいち ２級 167cm 69kg シニア男子上級軽量 70kg未満 

大久保 晴馬 おおくぼ はるま １０級 107cm 17kg 幼児年中初級男女混合 

潘 順禕 はん じゅんい １０級 119cm 20kg 幼児年長初級男女混合 

磯長 優吏 いそなが ゆうり 無級 112cm 21kg 幼児年長初級男女混合 

鶴原 翔士郎 つるはら しょうじろう １０級 115cm 21kg 幼児年長初級男女混合 

鎌田 羽辰 かまた うた １０級 117cm 22kg 幼児年長初級男女混合 

仲程 颯太 なかほど そうた ９級 118cm 26kg 小１男子初級 9級以下 

松本 虎輝 まつもと こうき 無級 120cm 22kg 小２男子初級 8級以下 

和田 大依希 わだ だいき 無級 120cm 22kg 小２男子初級 8級以下 

鈴木 秀都 すずき しゅうと ８級 119.8cm 18kg 小２男子初級 8級以下 

鶴原 悠一郎 つるはら ゆういちろう ７級 131cm 28kg 小３男子初級 7級以下 

寺島 涼 てらしま りょう ７級 142cm 42kg 小３男子初級 7級以下 

仲程 遥太 なかほど はるた ７級 135cm 28kg 小３男子初級 7級以下 

山田 冨弘 やまだ とみひろ ８級 134cm 33kg 小３男子初級 7級以下 

長内 優篤 おさない ひろあつ ８級 133cm 29kg 小３男子初級 7級以下 

近藤 大志 こんどう たいし ９級 120cm 22kg 小３男子初級 7級以下 

小張 玄誠 こばり げんせい ８級 140cm 29kg 小３男子初級 7級以下 

田嶋 勇武樹 たじま いぶき ８級 139cm 39kg 小３男子初級 7級以下 

長田 歩大 おさだ あゆと ８級 132cm 35kg 小３男子初級 7級以下 

林 理咲 はやし りさ 無級 125.1cm 22.4kg 小３女子初級 7級以下 

風間 悠太 かざま ゆうた ８級 142cm 32kg 小４男子初級 6級以下 

石田 大貴 いしだ はるき ７級 132cm 37kg 小４男子初級 6級以下 

池部 瑠美香 いけべ るみか ６級 129cm 31kg 小４女子初級 6級以下 

峰岸 梨紗 みねぎし りさ  ７級 141cm 34kg 小５女子初級 5級以下 

峰岸 紗季 みなぎし さき ７級 141cm 34kg 小５女子初級 5級以下 

集計 38         

 


