
第２６回 野澤道場練習試合

■ブラジリアン柔術

小１～小２クラス(１分)

小川結輝・おがわゆうき 小２ 野澤道場

吉倉巧翔・よしくらたくと 小２ 総極真

優勝 吉倉巧翔

鈴木大翔・すずきひろと 年長 野澤道場

晝澤 空・ひるさわそら 小１ 野澤道場

小３～小４クラス(２分)

森 唯斗・もりゆいと 小４ 野澤道場

田中龍誠・たなかりゅうせい 小３ 極真館

優勝 森 唯斗

高橋凌夢・たかはしりむ 小３ 北眞舘

小川泰輝・おがわたいき 小４ 野澤道場

小５～小６クラス(３分)

野澤エディ・のざわえでぃ 小５ 野澤道場

清川空桜・きよかわすばる 小６ 北眞舘

優勝 野澤エディ

谷脇風真・たにわきふうま 小６ 心錬館

冨田聖羅・とみたせら 小６ 野澤道場

■キックボクシング

野澤エディ・のざわえでぃ 小５、 野澤道場41.0kg

優勝 野澤エディ

贄田啓吾・にえだけいご 小５、 武久奄47.3kg



（１）第２６回 野澤道場練習試合

年長～小１クラス 優勝 準優勝 第３位日向舶斗 晝澤 空 鈴木大翔

⑧晝澤 空・ 、ひるさわそら 野澤道場109cm 20kg

11

〇鈴木大翔・ 、すずきひろと 野澤道場113cm 19kg 敗者 ３決

24 31 38

〇樋口楓太・ 、ひぐちふうた 野澤道場113cm 21kg

12

⑨日向舶斗・ 、ひなたはくと 野澤道場114cm 20kg

小２クラス 優勝 準優勝 第３位梶原颯隼 小川結輝 贄田琉希安

小川結輝 梶原颯隼 贄田琉希安

⑨小川結輝・ 、 ○おがわゆうき 野澤道場118cm 24kg

⑨梶原颯隼・ 、 ○ ○かじわらはやと 極真拳武會123cm 24kg 32

〇贄田琉希安・ 、にえだるきあ 武久奄114cm 25kg 13 25

小３クラス 優勝 準優勝 第３位戸田蒼太 田中龍誠 揚原愛斗

⑥高橋凌夢・ 、たかはしりむ 北眞舘135cm 32kg

14

⑧野村泰生・ 、のむらたいせい 心錬館128cm 26kg

1

⑥田中龍誠・ 、たなかりゅうせい 極真館139cm 40kg 敗者 ３決

26 33 39

⑦田村楓真・ 、たむらふうま 北眞舘131cm 34kg

2

⑨戸田蒼太・ 、とだそうた 誠真会館135cm 31kg

15

⑥揚原愛斗・ 、あげはらまなと 己道塾133cm 36kg



（２）第２６回 野澤道場練習試合

小４初級クラス 優勝 準優勝 第３位吉倉巧翔 吉村旺すけ 有野颯大朗

⑧吉倉巧翔・ 、よしくらたくと小２ 総極真141cm 38kg

16

〇樋口幹太・ 、ひぐちかんた 野澤道場131cm 29kg 敗者 ３決

27 34 40

⑩吉村旺すけ・ 、よしむらおうすけ 鍛志夢会130cm 32kg

17

⑨有野颯大朗・ 、ありのそうたろう 誠真会館138cm 31kg

小４中上級クラス 優勝 準優勝 第３位羽山虎太 小林祐太 森 唯斗

④羽山虎太・ 、はやまこうた 極真館138cm 46kg

3

⑦ ・ 、本田莉子 ほんだりこ 誠真会館127cm 23kg

18

⑧小川泰輝・ 、おがわたいき 野澤道場126cm 27kg

4

④小山将輝・ 、こやままさき 極真館122cm 23kg 敗者 ３決

28 35 41

5

⑧小林祐太・ 、こばやしゆうた 誠真会館138cm 30kg

19

⑧ ・ 、清川栞楠 きよかわかんな 北眞舘132cm 27kg

6

④森 唯斗・ 、もりゆいと 野澤道場131cm 30kg



（３）第２６回 野澤道場練習試合

小５クラス 優勝 準優勝 第３位野澤エディ 日向優竜 倉松那釉

●野澤エディ・ 、のざわえでぃ 野澤道場146cm 42kg

20

⑧ ・ 、山口紗來 やまぐちさら 心錬館126cm 26kg

7

⑧贄田啓吾・ 、にえだけいご 武久奄133cm 48kg 敗者 ３決

29 36 42

⑧ ・ 、倉松那釉 くらまつなゆ 誠真会館135cm 38kg

8

〇吉野陽翔・ 、よしのはると 野澤道場147cm 44kg

21

⑦日向優竜・ 、ひなたうりゅう 野澤道場146cm 43kg

小６クラス 優勝 準優勝 第３位羽山悠太 落合健心 清川空桜

②羽山悠太・ 、はやましゅうた 極真館157cm 66kg

22

⑧清川空桜・ 、きよかわすばる 北眞舘143cm 36kg

9

②冨田聖羅・ 、とみたせら 野澤道場145cm 36kg 敗者 ３決

30 37 43

⑦谷脇風真・ 、たにわきふうま 心錬館147cm 42kg

10

⑦加藤 蓮・ 、かとうれん 150cm 67kg 武州美里カラテスクール

23

④落合健心・ 、おちあいけんしん 極真館143cm 38kg

中学男子クラス 勝者 秋山航介

③秋山航介・ 、あきやまこうすけ 誠真会館157cm 49kg

44

⑦加藤 仁・ 、かとうじん 160cm 67kg 武州美里カラテスクール


