
2021年度全⽇本ランキングファイナル 2022年3⽉19⽇（⼟）愛知県武道館第⼀競技場
優勝 準優勝 三位 三位

初級幼年男⼥混合 近藤 ⼤河(拳聖塾) ⽊⽥村 蓮⾶(⼠衛塾⽯川) 太⽥ 佑利(桜塾)
初級⼩学1年男⼦ ⾜⽴ 孝太郎(佐藤道場) 上野 煌騎(昇⼼塾) 中関 ⼤也(桜塾) 佐々⽊ 奨真(桜塾)
初級⼩学2年男⼦ 深⾒ 歩(空會館) ⿑藤 翔和(七州会) 潮津 敢太(武⼼会) 橋野 維吹(正樹道場)
初級⼩学3年男⼦ 本⼭ ⼤尊(佐藤道場) ⼭⼝ 勇汰(清凛館) 織⽥ 琥⼗六(武⼼会) 道下 敬弘(桜塾)
初級⼩学4年男⼦ 原⽥ ⼀希(桜塾) ⽥中 颯磨(桜塾) 中⼭ 翔太(拳⼼会館) 茂森 南実(桜塾)
初級⼩学5年男⼦ 横⼭ 猛(桜塾) ⽣⽥ 航涼(清凛館) 原⽥ 燎明(桜塾) ⽊⼾ 統⼼(桜塾)
初級⼩学6年男⼦ ⻑⼭ 翔悟(正樹道場) 遠藤 晴⼈(桜塾) 鈴⽊ 哉向(桜塾) 井⼿上 莉⼰(桜塾)
初級中学男⼦ 杉崎 陽⼤(仰拳塾) ⼭本 琉世(七州会) ⼩川 遥也(桜塾)
初級⼩学1年⼥⼦ 瀬⼾⼝ 晴(拳王塾) 富⽥ 桃⽻(桜塾)
初級⼩学2年⼥⼦ 津⽥ 悠華(桜塾)
初級⼩学3年⼥⼦ 下野 いろは(清凛館) 上野 菜々(昇⼼塾)
初級⼩学4年⼥⼦ ⽥島 ⾥紗(桜塾) 津⽥ 彩夏(桜塾) 三⾕ 愛來(七州会)
初級⼩学5年⼥⼦ 奥⽥ 琳⼦(桜塾)
初級⼩学6年⼥⼦ 五藤 吏希(森道場)
初級中学⼥⼦ ⽯倉 ⽇向(桜塾) 松本 姫奈(桜塾)
上級幼年男⼦ ⽩数 豹雅(昇⼼塾) ⻘⽊ 琉亜(空會館)
上級⼩学1年男⼦ 表地 ⼒翔(桜塾) 松尾 陽汰(統⼼會) 京⼝ ⻯汰(聖⼼會) 京⼝ ⻯芯(聖⼼會)
上級⼩学2年男⼦ 島岡 蓮(極真浜井⽯川) ⾦曽 将⼈(極真浜井⽯川) 佐藤 太陽(武煌会館) 中村 蒼太(松武館)
上級⼩学3年男⼦27kg未満 表地 海翔(桜塾) 洲﨑 耕太郎(正樹道場)
上級⼩学3年男⼦27kg以上 安藝 ⾶雄⾺(桜塾) 新實 礼磨(⽴志会) 尾﨑 威⼼(七州会) 鳴海 咲太(桜塾)
上級⼩学4年男⼦30kg未満 早河 優空(空會館) 川上 勇真(極真浜井⽯川) 野﨑 颯⽃(正樹道場)
上級⼩学4年男⼦30kg以上 ⽥井中 秀(桜塾) 本松 ⼤芽(空會館) 祖⽗江 洋⽃(清凛館) 伊藤 康修(桜塾)
上級⼩学5年男⼦35kg未満 柳⽥ 凌央(桜塾) 村上 雄哉(聖⼼會) 松本 拓⼰(烈⼠塾) 粕⼭ 歩夢(聖⼼會)
上級⼩学5年男⼦35kg以上 ⼩島 蕉也(桜塾) ⼭⽥ 幸乃丞(佐藤道場) 奥村 勇仁(⼠衛塾⽯川) 伊地知 ⼤雅(⼤井塾)
上級⼩学6年男⼦40kg未満 瀬尾 旺⽂(桜塾) 奥村 ⼀真(極真空⼿中崎) 鈴⽊ 騎⼠(桜塾) 村⽥ ⾵我(桜塾)
上級⼩学6年男⼦40kg以上 吹上 優天(光⼭會) ⻄ヶ迫 春⼈(男塾) ⽩浜 蓮清(聖⼼會) 奥村 珀⽃(武奨館吉村)
上級中学1年男⼦42kg未満 正⽊ 翔夢(七州会) 桐原 歩夢(世界闘英館) 京⼝ 総勝(聖⼼會)
上級中学1年男⼦52kg未満 伊藤 開(真誠塾) 各務 壮祐(極真浜井愛知) 森⽥ 獅陽(波導館) ⼩久江 侍勇(峰武塾)
上級中学1年男⼦52kg以上 浦⼭ ⻯精(武奨館吉村) ⼤浴 元気(正道会館⾼雄)
上級中学2〜3年男⼦47kg未満 渡辺 ⿓輝(⼠衛塾⽯川) 池⽥ 優雅(桜塾)
上級中学2〜3年男⼦57kg未満 ⼭川 慧⼤(真誠塾) ⽥淵 海(七州会)
上級中学2〜3年男⼦57kg以上 藤⽥ 琥也(桜塾) 中村 海晴(桜塾)
上級⾼校男⼦60kg未満 岩永 勝亮(桜塾) 森 思温(桜塾)
上級⾼校男⼦70kg未満 秋⼭ 蓮(中⼭道場) 中⼭ 星⾳(桜塾)
上級幼年⼥⼦ 奥村 亜瑠真(極真空⼿中崎) 中村 英麗奈(武奨館吉村)
上級⼩学1年⼥⼦ 尾﨑 ⼼奏(七州会) ⽊村 亜璃⾐(佐藤道場)
上級⼩学2年⼥⼦ 服部 愛夢(佐藤道場) 冨⽥ 華帆(桜塾) 奥村 瑠依真(極真空⼿中崎)
上級⼩学3年⼥⼦ 駒⽥ 好奏(松武館) 久保原 希⼦(佐藤道場)
上級⼩学4年⼥⼦30kg未満 中島 初椛(空會館) 代 靖睿(桜塾) 中村 吏杏(新誠會)
上級⼩学4年⼥⼦30kg以上 ⾦曽 梨⼦(極真浜井⽯川) 藤⽥ 星莉(桜塾) 伊藤 千愛(誠真会館秋津)
上級⼩学5年⼥⼦35kg未満 ⼭本 乃愛(七州会)
上級⼩学5年⼥⼦35kg以上 ⼩坂 鈴乃(正樹道場)
上級⼩学6年⼥⼦40kg未満 三宅 愛瑠(極真浜井⽯川) ⽊下 舞桜(聖⼼會) 加藤 愛琉(森道場)
上級⼩学6年⼥⼦40kg以上 中島 美優(学⼼会)
上級中学1年⼥⼦43kg未満 ⻄⼭ 空那(空會館) 神⽥ 桃⾹(聖⼼會) ⼩松 佳苗(遂⼼塾) 奥村 幸美(⼼想流和⽥)
上級中学1年⼥⼦43kg以上 酒井 希⽻(七州会)
上級中学2〜3年⼥⼦43kg未満 岩永 唯伽(桜塾) 下野 真央(清凛館)
上級中学2〜3年⼥⼦50kg未満 岩⼝ 紗藍(清凛館) 秦 愛穂(⾶⼼会)
上級中学2〜3年⼥⼦50kg以上 ⽴⼭ 梨緒(森道場)
上級⾼校⼥⼦48kg未満 粥川 愛菜(桜塾)
上級⾼校⼥⼦55kg未満 ⼩笠原 ゆい(聖⼼會)
上級⾼校⼥⼦55kg以上 渡辺 ⼩春(武奨館吉村)


