
李　泰呉 タミグテ　リクソン 伊藤　なお
リ　テオ タミグテ　リクソン イトウ　ナオ

吉田　浩憲
ヨシダ　ヒロノリ

小松　真弥 菅野　蓮太郎 アダニヤ　カオミ
コマツ　マヤ スガノ　レンタロウ アダニヤ　カオミ

大石　一心 リバデネイラ　翔子
オオイシ　イッシン リバデネイラ　ショウコ

小林　葉 大石　二子
コバヤシ　ヨウ オオイシ　ニコ

藤木　幸人 箱守　秀剛 渡部　颯 五十嵐　政典
フジキ　ユキト ハコモリ　シュウゴウ ワタナベ　ソウ イガラシ　マサノリ

井上　歩紀 浅野　文四郎 太田　明花 橘内　大輝
イノウエ　アユキ アサノ　ブンシロウ オオタ　ハルカ キツナイ　ダイキ

小鷹　湊 久保　夏鈴
オダカ　ミナト クボ　カリン

吉村　綾真 後藤　悠来 井上　泰雅 井上　央雅
ヨシムラ　リョウマ ゴトウ　ハル イノウエ　タイガ イノウエ　オウガ

中島　悠翔 坂本　宗慶 吉村　匡矢 酒井　勇希
ナカジマ　ユウト サカモト　ムネヨシ ヨシムラ　キョウヤ サカイ　ユウキ

藤木　光 壹岐　龍 久保　小夏
フジキ　ヒカル イキ　リュウ クボ　コナツ

伊藤　リリ
イトウ　リリ

久保　飛燕
クボ　ヒエン

東十条

新宿 新宿

東十条 板橋

青山 光が丘

東十条 東十条

青山 はだの 文京区

光が丘

光が丘 はだの

少年部　トゥル初級　高学年少年部　トゥル初級　低学年

青山

南大泉 はだの

少年部　トゥル中級　低学年

東十条

板橋

少年部　トゥル中級　高学年

新宿 新宿

新宿

岐阜本部 北区

東十条

光が丘

板橋

東十条

板橋板橋

光が丘 六本木

岐阜本部



石田　瑛海 趙　江 栗原　夢野 河内　うらら
イシダ　エイト チョウ　カン クリハラ　ユメノ カワウチ　ウララ

飯田　仁之介 荒　龍之助
イイダ　ジンノスケ アラ　リュウノスケ

宮﨑　史成 大石　実依子
ミヤザキ　ジセイ オオイシ　ミイコ

木下　耀世 栗原　煌士郎
キノシタ　テッセイ クリハラ　コウシロウ

松浦　栄亮 宮﨑　史苑
マツウラ　エイスケ ミヤザキ　シオン

豊永　陽翔 木下　遼音
トヨナガ　ハルト キノシタ　リョウト

厚地　隆玖
アツチ　ルウク

牛木　章友 後藤　和彦
ウシキ　ノリスケ ゴトウ　カズヒコ

ソバン　ボニーニ
ソバン　ボニーニ

河内　ひな
カワウチ　ヒナ 鈴木　瑠璃菜 最勝寺　朋子

許　隆輝 スズキ　ルリナ サイショウジ　トモコ
ホイ　リュウキ

最勝寺　朋子 リバデネイラ　加奈子
サイショウジ　トモコ リバデネイラ　カナコ

髙井　悠大 大山　稜祐
タカイ　ユウダイ オオヤマ　リョウスケ 鈴木　瑠璃菜 リバデネイラ　加奈子

スズキ　ルリナ リバデネイラ　カナコ

小松　優之介 伊藤　宗信
コマツ　ユウノスケ イトウ　ソウシン

三上 昌輝 滝沢　純平
ミカミ　マサキ タキザワ　ジュンペイ

古川　卓 金子　徹
フルカワ　タクト カネコ　トオル 山田　盛一郎 諸星　拓真

ヤマダ　セイイチロウ モロボシ　タクマ

小鹿原　健二 内藤　拓未
オガワラ　ケンジ ナイトウ　タクミ

東十条

青山

東十条

東十条

光が丘

光が丘

光が丘

光が丘 光が丘

六本木

光が丘 青山

東十条

市川 南大泉

成年男子　トゥル　初級
新宿 南大泉

はだの 市川
習志野 用賀

成年女子　トゥル　有級

市川 はだの

市川 はだの

六本木 光が丘

成年　男子　トゥル　有段

少年部　トゥル上級　低学年

光が丘

少年部　トゥル　黒帯

光が丘

はだの

六本木

光が丘 光が丘

六本木 六本木

少年部　トゥル上級　高学年

はだの

光が丘 六本木

成年男子　トゥル　上級



趙　江 浅野　文四郎 大原　悠里 小鷹　湊
チョウ　カン アサノ　ブンシロウ オオハラ　ユウリ オダカ　ミナト

藤木　幸斗 後藤　悠来
フジキ　ユキト ゴトウ　ハル

坂本　宗慶 藤木　光
サカモト　ムネヨシ フジキ　ヒカル

久保　飛燕 木下　遼音
クボ　ヒエン キノシタ　リョウト

箱守　秀剛 石田　瑛海
ハコモリ　シュウゴウ イシダ　エイト

木下　耀世 豊永　陽翔
キノシタ　テッセイ トヨナガ　ハルト

吉村　綾真
ヨシムラ　リョウマ

荒　龍之助 許　隆輝
アラ　リュウノスケ ホイ　リュウキ

髙井　悠大 厚地　隆玖 小松　優之介
タカイ　ユウダイ アツチ　ルウク コマツ　ユウノスケ

飯田　仁之介
イイダ　ジンノスケ

橘内　大輝
キツナイ　ダイキ

伊藤　宗信 栗原　煌士郎 ソバン　ボニーニ 井上　泰雅
イトウ　ソウシン クリハラ　コウシロウ ソバン　ボニーニ イノウエ　タイガ

五十嵐　政典 吉村　匡矢 井上　央雅 大山　稜祐
イガラシ　マサノリ ヨシムラ　キョウヤ イノウエ　オウガ オオヤマ　リョウスケ

中島　悠翔 渡部　颯
ナカジマ　ユウト ワタナベ　ソウ

六本木 光が丘

「33ｋｇ未満　または　9歳以下」
岐阜本部

光が丘

少年部　男子　マッソギ　ヘビー級 「33ｋｇ以上」

東十条 光が丘

板橋 東十条

板橋 光が丘

東十条 光が丘

青山 新宿 光が丘 板橋

少年部　男子　マッソギ　マイクロ級 「22ｋｇ未満　または　7歳以下」

岐阜本部

新宿 東十条

東十条

少年部　男子　マッソギ　ミドル級

東十条 新宿 東十条

少年部　男子　マッソギ　ライト級 「28ｋｇ未満　または　8歳以下」

東十条 北区

光が丘 光が丘

光が丘

青山

東十条

六本木

新宿



宮﨑　史成 壹岐　龍 金子　徹 内藤　拓未
ミヤザキ　ジセイ イキ　リュウ カネコ　トオル ナイトウ　タクミ

酒井　勇希 松浦　栄亮 猪坂　達也 鷹野　修平
サカイ　ユウキ マツウラ　エイスケ イノサカ　タツヤ タカノ　シュウヘイ

宮田　大 柘植　洋明
ミヤタ　マサル ツゲ　ヒロアキ

滝沢　純平 山田　盛一郎
久保　夏鈴 伊藤　リリ タキザワ　ジュンペイ ヤマダ　セイイチロウ
クボ　カリン イトウ　リリ

久保　小夏 伊藤　リリ
クボ　コナツ イトウ　リリ

久保　夏鈴 久保　小夏
クボ　カリン クボ　コナツ

濱元　敏彰 三上 昌輝
ハマモト　トシアキ ミカミ　マサキ

古川　卓
大石　実依子 栗原　夢野 フルカワ　タクト

オオイシ　ミイコ クリハラ　ユメノ 諸星　拓真
モロボシ　タクマ

小鹿原　健二
オガワラ　ケンジ

宮﨑　史苑
ミヤザキ　シオン

河内　ひな
カワウチ　ヒナ

河内　うらら
カワウチ　ウララ 吉田　枝里香 鹿間　玲子

ヨシダ　エリカ シカマ　レイコ

鈴木　瑠璃菜
スズキ　ルリナ

牛木　章友 後藤　和彦 リバデネイラ　加奈子
ウシキ　ノリスケ ゴトウ　カズヒコ リバデネイラ　カナコ

最勝寺　朋子
サイショウジ　トモコ

六本木 六本木 はだの

はだの

六本木
市川 文京区

成年男子　黒帯　マッソギ

市川

市川

光が丘

成年女子　色帯　マッソギ
六本木

「63ｋｇ以上」

板橋 板橋

はだの
光が丘 光が丘

用賀

東十条 六本木 市川 市川

市川 市川

少年部　女子　マッソギ　低学年

光が丘 東十条 市川 南大泉

少年部　男子　マッソギ　中学生 「63ｋｇ未満」

板橋 光が丘

板橋 光が丘

少年部　女子　マッソギ　高学年

成年男子　色帯　マッソギ　ライト級

市川 新宿

南大泉 習志野

成年男子　色帯　マッソギ　ヘビー級


