
チャレンジクラス

幼年の部（男女混合）

名前 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

後藤　優空 ゴトウ　ユラ 男 10級 116 19.9 6 極真山下

池田　一歩輝 イケダ　イブキ 男 無級 101 17 4 極真山下

富髙　歩夢 トミタカ　アユム 男 無級 109 16 6 恵誠会

河野　莉杏 カワノ　レイア 女 無級 120 22 6 禪空館

佐藤　純士朗 サトウ　ジュンジロウ 男 無級 127.5 27.5 6 極真山下

川﨑　太陽 カワサキ　タイヨウ 男 無級 120 23 6 村上道場宮崎

山下　逢衣南 ヤマシタ　アイナ 女 無級 103 21 5 村上道場宮崎

水元　悠瑚 ミズモト　ユウゴ 男 無級 109 18 5 極真山下

中田　武佑 ナカダ　フウスケ 男 無級 117 24 6 敬心會

馬服　壱伍 マハラ　イチゴ 男 10級 120 20 6 極真早田

前原　悠人 マエハラ　ハルヒト 男 無級 110 20 5 極真山下

園田　登之郎 ソノダ　トウシロウ 男 無級 112 19.8 6 山田道場

中尾　幸輝 ナカオ　コウキ 男 無級 109 18 6 極真早田

湯元　彩葉 ユモト　イロハ 女 無級 115 24 5 極真山下

米良　美璃 メラ　ミリ 女 無級 106 16.8 5 真導会

鬼束　優太朗 オニツカ　ユウタロウ 男 無級 112 22 6 村上道場宮崎

内田　蒼大 ウチダ　ソウタ 男 無級 110 19 5 極真山下

井上　誉 イノウエ　ホマレ 男 無級 102 17.1 4 極真山下

村田　晃慧 ムラタ　コウエイ 男 無級 103 15.7 5 極真山下

石神　天竜希 イシガミ　アルマ 男 無級 極真山下

中原　諒彦 ナカハラ　アキヒコ 男 無級 115 16 5 極真山下

倉盛　圭橙 クラモリ　ケイト 男 無級 113 20 6 村上道場熊本

河野　空斗 カワノ　ソラト 男 無級 116 22 6 禪空館

松浦　桜愛 マツウラ　ハルア 女 無級 119 28 6 極真山下

村上　心々寧 ムラカミ　ココネ 女 無級 118 18.5 6 村上道場宮崎



チャレンジクラス

小学1年の部（男女混合）

名前 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

井上　尊 イノウエ　ミコト 男 無級 115.5 20.6 7 極真山下

中原　琉希也 ナカハラ　ルキヤ 男 無級 124 26 7 極真山下

阿波野　章澄 アワノ　アキト 男 無級 121 25 7 恵誠会

関谷　城志 セキヤ　ジョウジ 男 無級 117.3 20 7 極真山下

江藤　創士 エトウ　ソウシ 男 無級 130 34 7 律道会館

牧　龍聖 マキ　リュウセイ 男 無級 119 22 7 極真山下

宮田　丈慈 ミヤタ　ジョウジ 男 無級 120 21 7 極真山下

佐藤　晴也 サトウ　セイヤ 男 無級 122 26.4 7 極真山下

坂元　亮心 サカモト　リョウゴ 男 無級 129.5 28.5 7 野﨑塾

日髙　晴 ヒダカ　ハレル 男 9級 117 19 7 格闘塾

郡司　大空叶 グンジ　タクト 男 無級 110 19 7 極真山下

浦田　真喜斗 ウラタ　マキト 男 無級 132 25.5 7 恵誠会

馬田　弦治 マダ　ゲンジ 男 無級 125 25 7 誠武塾

今村　龍之介 イマムラ　リュウノスケ 男 無級 118 22 7 叢林塾

海田　咲永 カイダ　サクト 男 無級 113 21 7 極真山下

中野　葵 ナカノ　アオイ 男 無級 130 31 7 恵誠会

中原　祐理 ナカハラ　ユウリ 男 無級 125 26 7 極真山下

筒井　絢斗 ツツイ　ケント 男 無級 120 23 7 極真山下

丸尾　海碧 マルオ　カイリ 男 無級 127 22 7 丸尾塾

森山　幸太朗 モリヤマ　コウタロウ 男 無級 132 33 7 極真山下

岳田　一希 オカダ　カズキ 男 無級 120 22 7 極真山下

横峯　澄晴 ヨコミネ　スバル 男 無級 125 24 7 極真山下

中津　琉志 ナカツ　リュウシ 男 無級 113 22.9 7 魁

大久保　拳慎 オオクボ　ケンシン 男 無級 115 21 7 極真山下

池田　想汰 イケダ　ソウタ 男 無級 123 30 7 極真山下



チャレンジクラス

小学2年の部（男女混合）

名前 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

髙倉　晴空 タカクラ　ハルト 男 8級 128 27 8 龍士會

清水　奏音 シミズ　カナト 男 10級 125 27 8 極真山下

石神　芽 イシガミ　メイ 女 9級 123 22.6 8 中村道場

荒武　伶奈 アラタケ　レナ 女 9級 122 20 8 極真山下

堤　莉空斗 ツツミ　リクト 男 10級 127 28 8 恵誠会

松田　芽依 マツダ　メイ 女 10級 119.5 21 8 真導会

發田　奈瑚 ホッタ　ナコ 女 9級 130 28 8 極真山下

富髙　大夢 トミタカ　ヒロム 男 10級 120 21 8 恵誠会

緒方　翔雄 オガタ　ショウ 男 9級 116 26 8 極真山下

貴島　慎弦 キジマ　シンゲン 男 9級 119 23 8 極真山下

落丸　椋稀 オチマル　リョウマ 男 無級 120 20.5 8 侍道志格闘塾

佐藤　宏仁 サトウ　ヒロト 男 10級 123.5 26 8 恵誠会

近藤　奏輔 コンドウ　ソウスケ 男 無級 128 25 8 山田道場

水元　萌香 ミズモト　モエカ 女 無級 126 24 8 極真山下

有田　琉花 アリタ　ルカ 女 9級 120 23.4 8 極真山下

藤本　音好 フジモト　ネイ 男 無級 124 25 8 極真山下

中原　郁実 ナカハラ　アヤミ 女 無級 128 26 8 極真山下

岩田　篤仁 イワタ　アツト 男 無級 122 22 8 悠慎會

内田　大晴 ウチダ　タイセイ 男 無級 121 35 8 極真山下

西ノ薗　薫翔 ニシノソノ　ユキト 男 9級 130 26.9 8 極真山下



チャレンジクラス

小学3年の部（男女混合）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

仲村　絆愛 ナカムラ　クレア 女 無級 124 26 9 叢林塾

佐藤　譲 サトウ　ジョウ 男 無級 145 40 9 極真山下

大平　稀美華 オオヒラ　キミカ 女 9級 137 37.3 9 龍王塾．

古園　航瑠 フルゾノ　ワタル 男 無級 126 24 9 極真山下

米良　琉希斗 メラ　リキト 男 9級 130 32 9 極真山下

甲斐　漸 カイ　ゼン 男 9級 125 25 9 極真山下

樫下　侑哉 カシシタ　ユウヤ 男 9級 130 27.5 9 極真山下

大久保　拳利 オオクボ　ショウリ 男 無級 127 22 9 極真山下

日髙　嬉多 ヒダカ　ウタ 男 9級 125 23 9 格闘塾

江藤　大和 エトウ　ヤマト 男 9級 138 38 9 律道会館

田中　心平 タナカ　シンペイ 男 9級 130 33 9 極真山下

貴島　龍弦 キジマ　リュウゲン 男 9級 118 21 9 極真山下

川越　健史 カワゴエ　ケンシ 男 9級 132.5 31 9 本田塾

山本　光希 ヤマモト　ミツキ 男 無級 126 39 8 恵誠会

甲斐　陽花 カイ　ヨウカ 女 10級 138 39 9 極真山下

関谷　友汰 セキヤ　ユウタ 男 9級 125.1 22.8 9 極真山下

田口　蓮 タグチ　レン 男 10級 136 34 9 極真山下

佐藤　朱桜 サトウ　シュウサ 男 9級 138 36 9 叢林塾

朝國　魁斗 アサクニ　カイト 男 9級 132.7 30 9 叢林塾

中津　佳琉 ナカツ　カリュウ 男 無級 128 43.8 9 魁　

日高　凛音 ヒダカ　リオン 女 9級 123.5 22.8 9 真導会

田畑　斗磨 タバタ　トウマ 男 無級 125 23 9 極真山下

深川　太陽 フカガワ　タイヨウ 男 10級 122 34 9 極真山下



チャレンジクラス

小学４年の部（男女混合）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

河野　龍正 カワノ　リュウセイ 男 9級 137 54 10 志逞會

真柴　煌 マシバ　コウ 男 9級 126 26 10 極真山下

松ヶ野　樹 マツガノ　イツキ 男 9級 140 40 10 極真山下

岩元　海翔 イワモト　カイト 男 10級 137 35.8 10 一道会

倉盛　碧生 クラモリ　アオイ 男 無級 137.5 30 10 村上道場熊本

緒方　雄星 オガタ　ユウセイ 男 9級 136 35 10 極真山下

堤　琉生 ツツミ　リュウセイ 男 10級 133 29.5 10 極真山下

安藤　大樹 アンドウ　ダイキ 男 9級 130 32 10 極真山下

山下　愼 ヤマシタ　ジン 男 9級 148 43 10 極真山下

チャレンジクラス

小学５年の部（男女混合）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

松本　龍季 マツモト　リュウキ 男 8級 148 36 11 叢林塾

宮田　暖土 ミヤタ　ハルト 男 7級 133 28 11 極真山下

明利　大空 メイリ　ソラ 男 8級 137 36.6 11 極真山下

佐藤　鳳佑 サトウ　ホウユウ 男 9級 142 49 11 極真山下

竹中　一成 タケナカ　イッセイ 男 9級 146 37 11 本田塾

野村　春斗 ノムラ　ハルト 男 10級 140 44 11 敬心會

清水　愛和 シミズ　アイト 男 9級 140 32 11 極真山下

池田　凌久 イケダ　リク 男 無級 141 48 11 極真山下

松浦　虎彦 マツウラ　トラヒコ 男 8級 133 29 10 極真山下

松永　将太郎 マツナガ　ショウタロウ 男 9級 138 32 11 井上道場

平川　赳雅 ヒラカワ　タケマサ 男 8級 130 28 11 極真山下

小東　琉慈 コヒガシ　ルイ 男 8級 130 29 11 極真山下

田口　春道 タグチ　ハルミチ 男 8級 148 43 11 恵誠会

中村　一響 ナカムラ　カズキ 男 3級 155 53 11 正道宮崎

荒武　優杜 アラタケ　ユウト 男 7級 140 37 11 極真山下

中島　颯汰 ナカシマ　ソウタ 男 9級 127 39 11 極真山下

田中　惇太 タナカ　ジュンタ 男 8級 130 32 11 極真山下

大平　琉粋 オオヒラ　ルイキ 男 9級 144 36.2 11 龍王塾．



チャレンジクラス

小学6年の部（男女混合）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

阪本　結明 サカモト　ユウア 男 9級 167.5 50.1 12 山田道場

甲斐　健太 カイ　ケンタ 男 7級 169 51 12 極真山下

黒木　愛琉 クロギ　アイル 男 10級 170 64 12 村上道場

川北　悠斗 カワキタ　ユウト 男 10級 147 57 12 極真山下

髙橋　永煌 タカハシ　エイコウ 男 9級 153.5 56.7 12 極真山下

白須　光季 シラス　コウキ 男 7級 153 40.5 12 叢林塾

中島　誠斗 ナカシマ　マサト 男 8級 139 31 12 極真山下

真柴　魁志 マシバ　カイジ 男 8級 148 41 12 村上道場

佐藤　義希 サトウ　ヨシキ 男 9級 147 44 12 極真山下

清水　龍弥 シミズ　リュウヤ 男 7級 154 48 12 極真山下

チャレンジクラス

小学４年の部（女子）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

坂梨　陽璃 サカナシ　ヒカリ 女 無級 154 40 10 村上道場熊本

中島　七海 ナカシマ　ナナミ 女 9級 135 30 10 極真山下

北島　うるは キタジマ　ウルハ 女 9級 138 28 10 極真山下

吉永　乃愛 ヨシナガ　ノア 女 9級 132 27 10 極真山下

德滿　希 トクミツ　ノゾミ 女 9級 143 50 10 野﨑塾

チャレンジクラス

小学５年の部（女子）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

岩井　小暖 イワイ　コハル 女 8級 143 35 11 真導会

甲斐　想空 カイ　シエル 女 8級 141 33 11 叢林塾

栁田　琉衣 ヤナギタ　ルイ 女 無級 146 55 11 恵誠会

中原　裕明 ナカハラ　ユウミ 女 10級 151 36 11 極真山下



チャレンジクラス

小学6年の部（女子）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

長友　望桜 ナガトモ　ミオン 女 8級 157 56 12 本田塾

木下　未來 キノシタ　ミクル 女 7級 150 50 12 極真山下

藤本　鈴衣 フジモト　リリイ 女 7級 148 43 12 丸尾塾

壮年

壮年の部（40才以上）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

永田　哲郎 ナガタ　テツロウ 男 1級 173.5 72 40 野﨑塾

田口　正宗 タグチ　マサムネ 男 4級 175 65 42 極真早田

山﨑　健策 ヤマサキ　ケンサク 男 無級 170 99 47 禪空館

本願　和茂 ホンガン　カズシゲ 男 4級 169 80 44 真闘塾高千穂

岡田　和之 オカダ　カズユキ 男 初段 161 61 46 恵誠会

押川　德次 オシカワ　ノリツギ 男 無級 175 79 45 野﨑塾

飯田　一星 イイダ　イッセイ 男 弐段 183 98 44 極真早田

壮年

壮年の部（50才以上）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

黒島　章秀 クロシマ　アキヒデ 男 2級 171 88 54 極真山下

修理　賢二 シュウリ　ケンジ 男 無級 168 68 52 極真山下

一般

一般男子　初級　軽量

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

岩満　幸裕 イワミツ　ユキヒロ 男 7級 172 67 21 魁

廣嶋　友伸 ヒロシマ　トモノブ 男 無級 168 56 42 恵誠会

安田　充 ヤスダ　ミツル 男 無級 167 68 42 白蓮鹿児島

橋口　真一 ハシグチ　シンイチ 男 無級 180 67 37 極真山下

今里　暖 イマサト　ダン 男 無級 169 65 17 野﨑塾

安東　陽樹 アンドウ　ハルキ 男 8級 172 69 20 敬心會



一般

一般男子　初級　重量

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

堀口　義仁 ホリグチ　ヨシヒト 男 9級 180 78 40 極真山下

小川　拓也 オガワ　タクヤ 男 7級 177 76 34 野﨑塾

中津　勇樹 ナカツ　ユウキ 男 5級 163 84 38 魁

岩永　有心 イワナガ　ユウシン 男 10級 173 75 22 村田道場

一般

一般男子上級の部　軽量級（70㎏未満）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

西本　竜也 ニシモト　リュウヤ 男 初段 167 69 24 叢林塾

黒木　瑛馬 クロギ　エマ 男 1級 172 60 20 魁

松井　弥陸 マツイ　ミロク 男 初段 170 63 19 極真戸田

永田　大悟 ナガタ　ダイゴ 男 初段 165 60 18 野﨑塾

中川　樹希 ナカガワ　タツキ 男 初段 171 68 26 白蓮鹿児島

一般

一般男子上級の部　重量級（70㎏以上）

名前 フリガナ 性別 段位 身長 体重 年齢 道場

大山　嶺 オオヤマ　レイ 男 初段 173 73.5 25 極真山下

伊藤　正樹 イトウ　マサキ 男 3級 172 90 37 極真早田


