
Ｎｏ 性別 種目 階級 氏名 ふりがな  生年月日 所属名

1 男子 組手 -55 山岡　政稀 やまおか　まさき 2001年4月24日 高松中央高等学校

2 男子 組手 -68 池澤　海 いけざわ　かい 2000年7月26日 国際武道大学

3 男子 組手 -60 梶原　龍斗 かじはら　たつと 1999年5月23日 京都産業大学

4 男子 組手 -60 鈴木　寛也 すずき　ひろや 2000年2月1日 帝京大学

5 男子 組手 -60 南　友之輔 みなみ　ゆうのすけ 2000年9月10日 近畿大学

6 男子 組手 -67 荒川　雅俊 あらかわ　まさとし 2000年7月28日 国際武道大学

7 男子 組手 -67 小崎　友碁 こざき　ゆうご 1999年9月21日 近畿大学

8 男子 組手 -67 田村　響 たむら　ひびき 2000年4月13日 京都産業大学

9 男子 組手 -67 辻田　誠一郎 つじた　せいいちろう 1998年8月22日 国士舘大学

10 男子 組手 -75 荒木　弘貴 あらき　ひろき 2000年8月3日 京都産業大学

11 男子 組手 -75 崎山　優成 さきやま　ゆうせい 1999年8月28日 近畿大学工学部

12 男子 組手 -75 鈴木　舜士 すずき　しゅんじ 1998年9月11日 駒澤大学

13 男子 組手 -75 立花　彪貴 たちばな　ひょうき 1998年7月2日 近畿大学

14 男子 組手 -75 宮﨑　光 みやざき　ひかり 2000年8月24日 帝京大学

15 男子 組手 -84 嶋田　力斗 しまだ　りきと 1999年12月25日 京都産業大学

16 男子 組手 -84 長沼　俊樹 ながぬま　としき 2000年6月24日 早稲田大学

17 男子 組手 -84 𠮷村　郁哉 よしむら　ふみや 1998年8月15日 京都産業大学

18 男子 組手 -84 渡邉　健太 わたなべ　けんた 2000年3月7日 国士舘大学

19 男子 組手 +84 上山　大就 うえやま　だいな 1999年5月13日 京都産業大学

20 男子 組手 +84 江藤　純哉 えとう　じゅんや 1999年2月13日 近畿大学工学部

21 男子 形 形 岡本　拳 おかもと　けん 2000年4月29日 帝京大学

22 男子 形 形 菊池　凌之輔 きくち　りょうのすけ 1999年7月26日 帝京大学

23 男子 形 形 田中　透也 たなか　とうや 2000年8月10日 京都産業大学

24 男子 形 形 萩原　啓斗 はぎわら　けいと 1999年3月28日 国士舘大学

U-21
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U-21

25 女子 組手 -50 小林　直央 こばやし　なお 1999年4月7日 大正大学

26 女子 組手 -50 島　愛梨 しま　あいり 2000年12月12日 帝京大学

27 女子 組手 -50 田畑　梨花 たはた　りんか 2001年1月24日 京都産業大学

28 女子 組手 -55 石合　郁香 いしあい　ふみか 1998年5月30日 帝京大学

29 女子 組手 -55 笠原　万保子 かさはら　まほこ 1999年6月16日 帝京大学

30 女子 組手 -55 木原　妃菜 きはら　ひな 1998年7月13日 駒澤大学

31 女子 組手 -55 木村　華音 きむら　かのん 1999年9月30日 立教大学

32 女子 組手 -55 芳賀　由依 はが　ゆい 1998年11月13日 国士舘大学

33 女子 組手 -61 尾立　佳菜子 おりゅう　かなこ 1998年6月19日 同志社大学

34 女子 組手 -61 久住呂　有紀 くじゅうろ　ゆき 1999年7月15日 近畿大学

35 女子 組手 -61 成宮　光咲 なるみや　みさき 1999年10月23日 帝京大学

36 女子 組手 -61 林　風花 はやし　ふうか 1998年10月28日 帝京大学

37 女子 組手 -61 谷沢　純香 やざわ　すみか 2000年1月13日 帝京大学

38 女子 組手 -68 角　豊実 すみ　とよみ 1998年9月16日 帝京大学

39 女子 組手 +68 澤江　優月 さわえ　ゆづき 2000年4月21日 帝京大学

40 女子 形 形 石橋　咲織 いしばし　さおり 1999年8月25日 帝京大学

41 女子 形 形 宇海　水稀 うがい　みずき 1998年9月24日 帝京大学

42 女子 形 形 尾野　真歩 おの　まほ 1999年2月9日 慶應義塾大学


