
第１３回 野澤道場練習試合

（１）１分→１分 ( 小→赤)No.

1 吉野瑛峻 よしの・えいた 錬掌會

A-1

2 渡邉歩花 わたなべ・あゆか 超越塾

A-27 4.高尾紅葉

3 吉田実登 よしだ・みと 超越塾

A-2

4 高尾紅葉 たかお・くれは 己道塾

（２）１分→１分

5 庄司健人 しょうじ・けんと 野澤道場

A-3

6 上野心寧 うえの・ここね 超越塾

A-28 5.庄司健人

7 野崎大翔 のざき・やまと 超越塾

A-4

8 宮城大智 みやぎ・だいち 北斗會中平

（３）１分→１分

9 野澤エディ のざわ・えでぃ 野澤道場

A-5

10 鎌田悠哉斗 かまた・ゆきと 己道塾

A-29 9.野澤エディ

11 森 悠真 もり・ゆうま 北眞舘

A-6

12 渡邉陸人 わたなべ・りくと 超越塾

（４）１分→１分

13 島 千綱 しま・ちづな 野澤道場

A-7

14 植田光稀 うえだ・みつき 超越塾

A-30 13.島 千綱

15 鈴木悠真 すずき・ゆうま 超越塾

A-8

16 葛生碧人 くずう・あおと 己道塾
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（５）１分３０秒→１分

17 斉藤愛琉 さいとう・みある 鍛志夢会

A-9

18 根間優梨 ねま・すぐり 所沢空手

A-31 18.根間優梨

19 富上瑠韻 とみかみ・るい 遊撃館

A-10

20 高屋美生 たかや・みお 誠真会館朝霞

（６）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

21 青木唯音 あおき・ゆいと 鍛志夢会

A-11

22 中野峻登 なかの・しゅんと 北斗會中平

A-32 24.小澤大和

23 冨田聖羅 とみた・せら 野澤道場

A-12

24 小澤大和 おざわ・やまと 極真館中浦和

（７）１分３０秒→１分

25 蛭間大翔 ひるま・ひろと 野澤道場

A-13

26 福田祥太郎 ふくだ・しょうたろう 北斗會中平

A-33 26.福田祥太郎

欠 笠谷海斗 かさたに・かいと 極真館中浦和

A-14

28 小泉海斐 こいずみ・かい 誠真会館東伏見

（８）１分３０秒→１分

29 青山侑樹 あおやま・ゆうき 野澤道場

A-15

30 青木陽哉 あおき・はるや 鍛志夢会

A-34 29.青山侑樹

31 柿沼秀行 北眞舘かきぬま・ひでゆき

A-16

32 滝沢英太 たきざわ・えいた 北斗會中平
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（９）１分３０秒→１分

33 太田龍真 おおた・りゅうま 野澤道場

A-17

34 中山碧心 なかやま・あおし 心希道

A-35 34.中山碧心

欠 日下部碧生 くさかべ・あおい 北眞舘

A-18

36 西口裕翔 にしぐち・まさと 超越塾

（１０）１分３０秒→１分

37 入江 悠 いりえ・はるか 鍛志夢会

A-19

38 佐々木舞 ささき・まい 誠真会館朝霞

A-36 40.吉見由佳

39 森末美祈 もりすえ・みのり 拳蹴塾

A-20

40 吉見由佳 よしみ・ゆか 野澤道場

（１１）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

欠 吉田 樹 よしだ・いつき 誠真会館東伏見

A-21

42 金谷一平 かなや・いっぺい 超越塾

A-37 44.青山佳樹

43 松崎光輝 まつざき・こうき 超越塾

A-22

44 青山佳樹 あおやま・よしき 野澤道場

（１２）１分３０秒→１分

45 梅津快斗 うめず・かいと 誠真会館小手指

A-23

46 新井恵太 あらい・けいた 北眞舘

A-38 48.田山 凌

47 清水大地 しみず・だいち 白蓮会館所沢

A-24

48 田山 凌 たやま・りょう 鍛志夢会
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（１３）１分３０秒→１分

49 菊地良太 きくち・りょうた 拳蹴塾

A-25

50 鎌田将聖 己道塾かまた・しょうせい

A-39 51.星 隼人

51 星 隼人 ほし・はやと 誠真会館東伏見

A-26

52 小室蓮音 こむろ・れんと 新武会

（１４）１分３０秒→１分

53 溝上晴斗 みぞがみ・はると 己道塾

B-7

54 井上太陽 新武会いのうえ・たいよう

B-43 55.吉田陽哉

55 吉田陽哉 よしだ・はるや 北眞舘

B-8

56 中村一磨 なかむら・かずま 誠真会館朝霞

（１５）１分３０秒→１分

57 仁田水咲楽 にたみず・さくら 誠真会館東伏見

B-9

58 田村夏実 たむら・なつみ 拳蹴塾

B-44 57.仁田水咲楽

59 根間茉優 ねま・まひろ 所沢空手

B-10

60 金井華楓 かない・かえで 野澤道場

（１６）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

61 鈴木柊愉 すずき・しゅうゆ 北眞舘

B-11

62 小髙世揮 おだか・としき 鍛志夢会

B-45 62.小髙世揮

63 木田健介 きだ・けんすけ 拳蹴塾

B-12

欠 門馬一成 もんま・いっせい 誠真会館東伏見
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（１７）１分３０秒→１分

65 山田紡生 やまだ・つむぎ 超越塾

B-13

66 肥後昇汰 ひご・しょうた 誠真会館東伏見

B-46 66.肥後昇汰

67 杉本健太 すぎもと・けんた 誠真会館清瀬

B-14

68 小川達也 おがわ・たつや 超越塾

（１８）１分３０秒→１分

69 上野心太朗 うえの・こたろう 超越塾

B-15

70 石田海磨 いしだ・かいま 真会館朝霞

B-47 71.林 輝樹

71 林 輝樹 はやし・こうき 誠真会館東伏見

B-16

72 西野真輝 にしの・まさき 白蓮会館浦和

（１９）１分３０秒→１分

73 笠谷陸斗 かさたに・りくと 極真館中浦和

B-17

74 雲藤礼真 うんどう・れま 超越塾

B-1

75 須藤 夢 すどう・ゆめ 北眞舘

B-48 73.笠谷陸斗

76 関根光琉 せきね・ひかる 野澤道場

B-2

欠 中村颯斗 なかむら・はやと 白蓮会館浦和

B-18

78 矢野和希 やの・かずき 心希道
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（２０）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

79 柿沼圭佑 北眞舘かきぬま・けいすけ

B- 19

80 木村颯太 きむら・そうた 誠真会館小手指

B-49 79.柿沼圭佑

81 大久保匠 おおくぼ・たくみ 己道塾

B-20

82 大澤 翔 おおさわ・しょう 野澤道場

（２１）１分３０秒→１分

83 山口竜威 所沢空手やまぐち・りゅうい

B-21

84 馬田俊太 ばだ・しゅんた 誠真会館東伏見

B-50 85.江森勇羽

85 江森勇羽 えもり・ゆう 鍛志夢会

B-22

86 柴田真杜 しばた・まなと 野澤道場

（２２）１分３０秒→１分

87 赤川大心 あかがわ・たいしん 極真館中浦和

B-23

88 石井凌空 いしい・りく 拳蹴塾

B-51 87.赤川大心

89 黒江 潤 くろえ・じゅん 誠真会館東伏見

B-24

90 千葉優太 ちば・ゆうた 野澤道場

（２３）１分３０秒→１分

91 瀬川天翔 せがわ・たかと 野澤道場

B-25

92 小泉凛青 こいずみ・りんせい 誠真会館東伏見

B-52 91.瀬川天翔

93 金子未龍 かねこ・みりゅう 拳蹴塾

B-26

欠 那波優汰 なわ・ゆうた 鍛志夢会
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（２４）１分３０秒→１分

95 高澤杏梨 たかざわ・あんり 野澤道場

B-27

96 森末美波 もりすえ・みなみ 拳蹴塾

B-53 98.安藤梨音

欠 入江 憩 いりえ・いこい 鍛志夢会

B-28

98 安藤梨音 あんどう・りおん 拳蹴塾

（２５）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

99 島 意綱 しま・いづな 野澤道場

B-29

100 飯沼伶大 いいぬま・れお 拳蹴塾

B-54 101.斉藤琉絆

101 斉藤琉絆 鍛志夢会さいとう・りゅうき

B-30

102 内田瑛久 うちだ・てるひさ 北眞舘

（２６）１分３０秒→１分

103 小澤隼人 おざわ・はやと 極真館中浦和

B-31

104 青野 岳 あおの・がく 誠真会館清瀬

B-55 103.小澤隼人

105 植木陸太 うえき・りくた 拳蹴塾

B-32

106 山本俊雅 やまもと・としまさ 誠真会館東伏見
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（２７）１分３０秒→１分

107 千葉一輝 ちば・かずき 野澤道場

B-33

108 石井 響 いしい・おと 超越塾

B-3

109 B-56 110.市川光聖 いちかわ・こうせい 誠真会館東伏見 須藤叶夢

110 須藤叶夢 すどう・かなう 北眞舘

B-34

111 水貝紗羅 みずかい・せら 遊撃館

（２８）１分３０秒→１分

欠 石井結衣 いしい・ゆい 北斗會中平

B-35

113 吉田涼乃 よしだ・すずの 北眞舘

B-4

欠 久保木澪 くぼき・れい 遊撃館

B-57 113.吉田涼乃

115 今田茉愛 こんた・まな 拳蹴塾

B-5

116 髙橋蘭心 たかはし・らん 野澤道場

B-36

117 中村真綸 なかむら・まりん 白蓮会館浦和

（２９）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

118 安達生太 あだち・おうた 北眞舘

B-37

119 古泉地生 こいずみ・ちいき 遊撃館

B-58 118.安達生太

120 大波朋己 おおなみ・ともき 野澤道場

B-38

121 中野颯太 なかの・そうた 北斗會中平
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（３０）１分３０秒→１分

122 中川和作 なかがわ・かずさ 遊撃館

B-39

123 大澗成那 おおま・せな 誠真会館清瀬

B-59 152.田島櫂人

124 壁谷功雅 かべや・こうが 野澤道場

B-40

125 田島櫂人 たじま・かいと 北斗會中平

（３１）１分３０秒→１分

126 関根武琉 せきね・たける 野澤道場

B-41

127 長野晃大 ながの・こうだい 北眞舘

B-6

128 B-60 126.松本羽功 まつもと・はく 所沢空手 関根武琉

129 日向寺拓海 遊撃館ひゅうがじ・たくみ

B-42

130 福田 陽 ふくだ・はる 白蓮会館浦和

（３２）１分３０秒→１分

131 倉内竜輝 くらうち・たつき 誠真会館東伏見

C-8

132 高橋真翔 北斗會中平たかはし・まさと

C-39 131.倉内竜輝

133 横田寛翔 よこた・かんと ＦＢ

C-9

134 遠藤勇志 えんどう・ゆうし 白蓮会館浦和
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（３３）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

欠 藤原乃愛 ふじわら・のあ 藤原道場

C-10

136 青木 萌 あおき・もえ 鍛志夢会

C-1

137 小菅夏希 こすげ・なつき 北眞舘

C-40 140.小髙心暖

138 野澤サリー のざわ・さりー 野澤道場

C-2

139 赤川美乙 あかがわ・みお 極真館中浦和

C-11

140 小髙心暖 おおだか・みはる 鍛志夢会

（３４）１分３０秒→１分

141 白田海成 しらた・かいせい 園部道場

C-12

欠 菅原 涼 すがわら・りょう 誠真会館清瀬

C-3

143 芳賀 樹 はが・いつき 野澤道場

C-41 143.芳賀 樹

144 近江 椋 おうみ・りょう 超越塾

C-4

145 石井 空 いしい・そら 誠真会館朝霞

C-13

146 金井颯汰 かない・そうた 野澤道場

（３５）１分３０秒→１分

147 木田大智 きだ・だいち 拳蹴塾

C-14

148 佐藤優雲 さとう・ゆううん 遊撃館

C-42 149.松岡海夏太

149 松岡海夏太 まつおか・かなた 誠真会館小手指

C-15

150 吉見龍二 よしみ・りゅうじ 野澤道場
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（３６）１分３０秒→１分

151 吉良大和 きら・やまと 誠真会館東伏見

C-16

152 関口 蓮 せきぐち・れん 北斗會中平

C-43 151.吉良大和

153 馬田寛斗 ばだ・ひろと 誠真会館東伏見

C-17

欠 森田匠吾 もりた・しょうご 野澤道場

（３７）１分３０秒→１分

155 高木優太 たかぎ・ゆうた 極真館中浦和

C-18

156 小川大輔 おがわ・だいすけ 野澤道場

C-44 155.高木優太

157 山下泰生 やました・たいき 北斗會中平

C-19

158 那須誠也 なす・せいや 誠真会館東伏見

（３８）１分３０秒→１分

159 柴田青空 しばた・そら 野澤道場

C-20

160 磯田紫舜那 いそだ・しよな 誠真会館小手指

C-45 160.磯田紫舜那

161 林 祐也 はやし・ゆうや 野澤道場

C-21

欠 佐藤真希 さとう・まさき 誠真会館東伏見

（３９）１分３０秒→１分

163 大崎 蓮 おおさき・れん 野澤道場

C-22

164 葛生明良 くずう・あきら 己道塾

C-46 166.林 龍生

165 奈良留駿 なら・るじゅん 超越塾

C-23

166 林 龍生 はやし・りゅうせい 誠真会館東伏見
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（４０）１分３０秒→１分

167 高井颯羽 たかい・そうは 園部道場

C-24

168 島 汰綱 しま・たづな 野澤道場

C-47 169.行田渚怜

169 行田渚怜 ぎょうだ・しょうれい 誠真会館清瀬

C-25

170 吉野颯真 よしの・そうま 錬掌會

（４１）１分３０秒→１分 ( 小→赤)No.

171 大沢智絵 おおさわ・ちえ 園部道場

C-26

172 石綿希夢 いしわた・まゆ 遊撃館

C-5

173 C-48 175.大橋優結 おおはし・ゆい 鍛志夢会 入江 想

174 根間優希 ねま・ゆうき 所沢空手

C-27

175 入江 想 いりえ・こころ 鍛志夢会

（４２）１分３０秒→１分

176 肥後直祈 ひご・なおき 誠真会館東伏見

C-28

欠 日下部圭吾 くさかべ・けいご 北眞舘

C-6

178 戸田耕為 とだ・やすなり ＦＢ

C-49 180.米村健吾

179 宮城生馬 みやぎ・いくま 北斗會中平

C-7

180 米村健吾 よねむら・けんご 己道塾

C-29

181 西口凱翔 にしぐち・がくと 超越塾
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（４３）１分３０秒→１分

182 奈良宥亙 なら・ゆうげん 超越塾

C-30

183 今田翔海 こんた・かける 拳蹴塾

C-50 184.工藤秀介

184 工藤秀介 己道塾くどう・しゅうすけ

C-31

185 近江 柊 おうみ・しゅう 超越塾

（４４）１分３０秒→１分３０秒

186 富上貴皓 遊撃館とみかみ・たかひろ

C-51

187 浅野和史 あさの・かずし 誠真会館小手指

C-32

188 C-59 187.大山 走 おおやま・かける 遊撃館 浅野和史

189 佐藤翔雲 遊撃館さとう・しょううん

C-52

欠 登山 涼 とやま・りょう 野澤道場

（４５）１分３０秒→１分３０秒 ( 小→赤)No.

欠 倉岡海斗 くらおか・かいと 北眞舘

C-53

192 石塚一輝 いしづか・かずき 新武会

C-33

193 野寺慶一 のでら・けいいち 遊撃館

C-60 196.西 秀高

194 瀧川皓太 たきがわ・こうた 誠真会館清瀬

C-34

欠 登山 蓮 とやま・れん 野澤道場

C-54

196 西 秀高 にし・ひでたか 遊撃館
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（４６）２分→１分３０秒

197 藤本玲生 ふじもと・れお 真和会

C-55

198 宮前達也 みやまえ・たつや 園部道場

C-35

199 斉藤祐希 さいとう・ゆうき 鍛志夢会

C-61 198.宮前達也

欠 丹沢和貴 たんざわ・かずき 北斗會中平

C-36

201 芳賀康夫 はが・やすお 野澤道場

C-56

202 中島伸也 なかじま・しんや 新武会

（４７）１分３０秒→１分３０秒

欠 藤原正人 藤原道場ふじわら・まさひと

C-57

204 吉田武司 よしだ・たけし 北眞舘

C-37

205 山下義昭 やました・よしあき 白蓮会館浦和

C-62 208.小菅康幸

206 中村匡行 なかむら・まさゆき 誠真会館朝霞

C-38

207 栗原晴生 くりはら・はるお 白蓮会館浦和

C-58

208 小菅康幸 こすげ・やすゆき 北眞舘



指名試合

挑戦者

① ○ ．矢野和希 ．須藤 夢78 VS 75

② × ．太田龍真 ．田山 凌92 VS 30

③ ○ ．金井華楓 ．松岡暖依美39 VS 43

④ × ．江森勇羽 ．千葉優太50 VS 56

⑤ × ．那波優汰 ．田島典晟52 VS 54

⑥ ○ ．千葉一輝 ．須藤叶夢60 VS 63

⑦ × ．大波朋己 ．古泉地生71 VS 72

⑧ × ．佐藤優雲 ．吉見龍二96 VS 97

⑨ × ．葛生明良 ．那須誠也100 VS 103

⑩ ○ ．柴田青空 ．井上慎太106 VS 110


