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9時30分　受付開始

10時　第一部試合開始

12時　第二部　各コートにて受付開始

12時30分　試合開始

14時30分　終了予定

空手道修志会　 極真会館 浜井派 東京本部　

摯風塾　 極真会館浜井派 草加支部　

極真舎 千葉本部道場　 実戦武道空手　武心塾

極真舎 総本部道場　 勇志会川越支部

石島道場　 村椿道場

元制会　 極真拳武會　本部道場

世界総極真 埼玉橋本道場　 極真拳武會　城南品川支部　

世界総極真 志優会　 極真拳武會　川崎元住吉支部

世界総極真　石神井公園道場　 極真拳武會　さいたま浦和支部

世界総極真　武颯会　 極真拳武會　長原・石川台支部　

世界総極真　釘嶋道場　 極真拳武會　千鳥有明支部

高橋塾 極真拳武會　世田谷支部

実戦空手 大場道場　 極真拳武會　城南羽田支部　

昭誠会　 極真拳武會　城南武蔵新城支部　

練心塾　 極真拳武會　目黒江東支部　

Machida Karate Saitama　 極真拳武會　五反田・中延支部　

練武會　 極真拳武會　平和島支部　

極真会館 東京都佐藤道場　 極真拳武會　埼京・城北支部　

極真会館　埼玉県今井道場

大会式次第

参加道場



・団体受付を２F柔道場Aコートにて9時30分～45分の間に行います。

・選手の皆様は、「１F大会議室」にて「引換券」を係り員へ提出し、参加賞・パンフを受領下さい。 
　引換券、ゼッケンは所属する道場まで郵送させて頂きます。受付時間は9時30分～となります。
　受領後、該当する各コートに集合して頂き、試合を開始させて頂きます。

　該当するコートへ自身の5試合前までに各自の責任においてお集り下さい。
　特に小さなお子様に対しては保護者の皆様のサポートを宜しくお願い致します。

　選手呼出時に不在の場合、3試合後に再度呼び出し、所在不明の場合は失格となりますのでご注意下さい。

２F柔道場　Aコート ２F柔道場　Bコート ３F剣道場　Cコート ３F剣道場　Dコート
型　幼年　　　 型　低学年C/Dブロック 型　高学年A/Bブロック 型　高学年C/Dブロック

型　低学年A/Bブロック 型　一般A/Bブロック 型　一般C/Dブロック

小学2年初級 小学1年男子 小学3年上級 小学1年女子
小学2年上級 年中以下 小学２年女子 小学3年女子

年長 小学3年初級　A/Bブロック 小学3年初級C/Dブロック

45 48 51 48

２F柔道場　Aコート ２F柔道場　Bコート ３F剣道場　Cコート ３F剣道場　Dコート
小学5年女子初級 小学4年男子上級 小学6年女子初級 中学２・３年男子
小学5年女子上級 小学5年男子初級 小学6年女子上級 中学1年女子
小学4年女子 小学5年男子上級 小学6年男子初級 中学2・3年女子上級

小学4年男子初級 小学6年男子上級 高校男子上級
中学1年男子 壮年初級

壮年上級
一般初級
一般中級
一般上級

一般女子上級

39 39 47 27

第一部14クラス　１９２試合 第二部２２クラス１５２試合 計　３６クラス　３４４試合
・欠場の場合、所属道場を通して大会事務局までお知らせ下さい。大会当日、お電話での対応は応答出来ません。
・入賞順位確定した時点でトロフィを授与致します。
・賞状は後日、所属する道場まで郵送させて頂きます。
・試合場内でウォーミングアップ可能ですが、他の方の迷惑にならぬようご留意下さい。
・体育館内の通路・階段を占有する行為は一切をお断り致します。ウォーミングアップも禁止。
・会場内は土足禁止です。靴は各自でビニール袋をご用意頂き、各自の責任の下に保管願います
・会場内、コンセントは一切使用禁止です。充電等を行わないで下さい。
・館内は禁煙です。
・審判、選手への暴言、ヤジ等は一切禁止です。守れない方は自己判断で出場を見合わせて下さい。
・三脚を使用しての撮影はお断り致します
・体育館の駐車場は一切利用出来ません。近隣コインパーキングをご利用頂くか、公共交通機関をご利用下さい。

大会注意事項

体育館は公共施設です。大切に使用し破損等がないように注意する事。
設備等を破損した場合は個人、保護者、道場代表者に全額弁済頂きます。

午前　第一部　9時30分受付開始　10時試合開始予定

午後　第二部　12時受付　12時30分試合開始予定

　　　　　・選手係りは＜選手を探す事は一切いたしません＞



会場案内図

２F　柔道場

表彰台は３F　剣道場に設置しております。
ご自由に撮影をされて下さい。
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本戦 延長 体重判定 再延長 ヘッドガード 拳 スネ 膝
金的、アン

ダーガード

女性チェスト

ガード

幼年～小学2年生 1分30秒 1分 3㎏ 1分 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小学3年～中学生 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒 〇 〇 〇 〇 〇 〇

壮年クラス 1分30秒 1分30秒 3㎏ 1分30秒
〇

面無
〇 〇 〇 〇 〇

高校生 2分 2分 3㎏ 2分
〇

面無
〇 〇 〇 〇 〇

一般初級・中級・女子 2分 2分 3㎏ 2分
〇

面無
〇 〇 〇 〇 〇

一般 上級クラス 2分 2分 3㎏ 2分 × × × × 〇 ×

*サポーターの用意は主催者では行いません。各自で用意下さい。

*クッション性のない、または著しく薄いサポーターは交換して頂きます。

*高校生以上のクラスよりグローブ着用となります。拳サポでは試合不可となります。

*一般 中級クラスはヘッドガードを使用致しません。

    判定基準

    注意・減点基準

判定基準目安

警告 注意 減点１ 減点２ 減点３失格

　　道着注意事項

　　　①帯留は必ず使用して下さい。

　　　➁ファールカップ、アンダーガードはズボンの下に着用して下さい。

　　　③男子選手はＴシャツ着用不可、女子選手は白色のみ可とさせて頂きます。

　　　④女子チェストガードはＴシャツの下に着用して下さい。

　　禁止事項

　　　①判定時のガッツポーズ、雄たけびは禁止。

　　　➁判定に対しての抗議は一切受け付けません。

　　　③派手な髪型、反り込み、金髪等のカラーリングを施した状態での大会出場はお断りいたします。

　　　④道着は正しく着用し、ずり下がるようなズボンの履き方等は禁止とします。

拳チャレ組手試合規則

試合時間 サポーター

一本＞技有＞ダメージ＞有効打＞手数＞積極性

　注意＜減点１＜減点２＜減点３（失格）

技有



大会規定防具ガイド 

 

拳サポーター イサミ製 品番 L－３６５ Ｌ－３０５８ 
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。） 
（ナックル部分が劣化して薄い物、著しく傷んでいる物は禁止） 
JKJO指定防具の拳サポーターも可 
 

スネサポーター イサミ製 品番Ｌ－２２７ 品番Ｌ－２８９ 
もしくは上記製品に準じた物（色の指定はありません。） 
JKJO指定防具も可 
 
 

ヒザサポーター イサミ製 品番Ｌ-１２２Ｉ  商品名 ローキックサポーター 
イサミ製 品番Ｌ-１２０   商品名 ニーキャップガード 
イサミ製 品番Ｌ-１１０３ 商品名 ニーガード 
もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。） 
JKJO指定防具も可 

金的ファールカップ イサミ製 品番Ｌ６７２   商品名 金的サポーター  
もしくは上記製品に準じた物 （色の指定はありません。） 
金属製カップは使用不可 

ヘッドガード イサミ製 品番ＴＴ-２５ かＣＫＷ-１０ 
もしくは上記製品に準じた物 （色は白のみ） 
JKJO指定防具も可 

 
チェストサポーター 
幼年～高校生 

BB-SPORTS 製 品番2JCHS  
もしくは イサミ製 インナーチェスト 品番 L-8303 
みぞおち部分を保護するものは不可 
 
女子選手はｲｻﾐ製の胸ｶﾞｰﾄﾞ（TT-28）を着用の場合は 
チェストサポーターの着用義務はありません。 

女子チェストガード  
イサミ製 胸ガード 品番 ＴＴ－２８ 
もしくは上記製品に準じた物。 
※パッドが入ったスポーツブラタイプも可 
 

パンチンググローブ  
一般的なパンチンググローブ 
オープンフィンガーグローブは不可 
（色の指定はありません。） 
 

プラスチック製フェイスガード可

男子の着用は任意です。
着用義務はありません。



・型　幼年クラス

・型　低学年クラス　A/Bブロック

・小学2年初級クラス

・小学2年上級クラス

午前の部

A



1 淺見　祐太 アサミ　ユウタ
極真拳武會　埼京・城北支部　8級　123㌢　21㌔　5歳

A1

2 小松　翔 コマツ　ショウ
世界総極真　釘嶋道場　10級　120㌢　25㌔　6歳

A3

3 山野　金之助 ヤマノ　キンノスケ
極真拳武會　埼京・城北支部　白帯　109㌢　21㌔　5歳

A2

4 森山　晴朗 モリヤマ　ハル
極真会館 浜井派 東京本部　5級　114㌢　20㌔　5歳

型　幼年クラス  表彰4名　準決勝まで太極その1　決勝　太極その３



5 小熊　拳世 オグマケンセイ
世界総極真 埼玉橋本道場　8級　123㌢　24㌔　8歳 A11

6 吉原　幸輝 ヨシハラ　コウキ
極真拳武會　城南品川支部　6級　130㌢　25㌔　9歳 A4

7 佐伯　優羽 サエキ　ユウ
極真会館浜井派 草加支部　4級　126㌢　22㌔　8歳 A15

8 三輪　秋翔 ミワ　アキト
極真会館 埼玉県今井道場　6級　119㌢　21㌔　8歳 A5

9 今泉　永遠 イマイズミ　トワ
極真会館浜井派 草加支部　10級　140㌢　43㌔　8歳 A12

10 渡部　優 ワタベ　ユウ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　137㌢　27㌔　8歳 A6

11 大城　絢斗 オオシロ ケント
昭誠会　4級　132㌢　26㌔　9歳 A17

12 佐藤　丸樹 サトウ    マルキ
極真会館 浜井派 東京本部　8級　110㌢　17㌔　6歳 A7

13 鈴木　皐太 スズキ　コウタ
極真拳武會　埼京・城北支部　6級　137㌢　25㌔　9歳 A13

14 金子　隼輔 カネコ    シュンスケ
極真会館 浜井派 東京本部　8級　126㌢　24㌔　8歳 A8

15 上村　美波 ウエムラ　ミナミ
極真会館 埼玉県今井道場　6級　120㌢　25㌔　8歳 A16

16 小島　桜輔 コジマ　オウスケ
極真拳武會　千鳥有明支部　8級　120㌢　24㌔　8歳 A9

17 向山　煌 ムコウヤマ　キラ
極真会館浜井派 草加支部　9級　120㌢　18㌔　6歳 A14

予備
A10

18 淺見　正直 アサミ　マサナオ
極真拳武會　埼京・城北支部　8級　126㌢　23㌔　7歳 A18

19 髙橋　佑輔 タカハシユウスケ
世界総極真 埼玉橋本道場　９級　１１９㌢　２３㌔　７歳

20 今泉　大翔 イマイズミ　タイト
極真会館浜井派 草加支部　９級　120㌢23㌔　6歳

21 春日　碧音 カスガ　アオト
極真拳武會　城南品川支部　5級　133㌢　25㌔　9歳

22 寺元　結奈 テラモト  ユナ
極真会館 浜井派 東京本部　9級　120㌢　30㌔　7歳

23 押尾　尚弥 オシオ ナオヤ
極真舎 千葉本部道場　3級　132㌢　35㌔　9歳

24 荒川　真斗 アラカワ　マナト
極真会館 埼玉県今井道場　7級　122㌢　25㌔　7歳

予備

25 小山　蓮 オヤマ　レン
極真拳武會　城南品川支部　6級　126㌢　29㌔　7歳

26 新田　彩姫 ニッタ　アヤメ
極真会館 浜井派 東京本部　6級　125㌢　24㌔　9歳

27 齋藤　琉希 サイトウ　リュウキ
極真会館浜井派 草加支部10級　130㌢　32㌔　9歳

28 森田　朝陽 モリタ　アサヒ
極真会館 埼玉県今井道場　10級　122㌢　26㌔　8歳

29 浅井　雄矢 アサイ　ユウヤ
極真拳武會　さいたま浦和支部　5級　125㌢　24㌔　8歳

30 向山　玲菜 ムコウヤマ　レイナ
極真会館浜井派 草加支部　5級　120㌢　18㌔　8歳

31 関戸　公志 セキト コウシ
極真拳武會　目黒江東支部　6級　137㌢　32㌔　9歳

32 水谷　隼 ミズタニ　シュン
極真会館 浜井派 東京本部　7級　129㌢　30㌔　8歳

型　低学年クラス  表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

B
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107 荒川　真斗 アラカワ　マナト

A21

108 仲原　健吾 ナカハラ ケンゴ

A29

109 金澤　剛貴 カナザワ　ゴウキ

A22

110 荒木　颯太 アラキ ソウタ

A33

111 木城　海力 キシロ　カイリ
A23

112 今井　惺梛 イマイセナ
A30

113 鈴木　凛斗 スズキ　リオト

114 関﨑　廉 セキザキ　レン A24

A19

115 吉倉　巧翔 ヨシクラタクト
A38

116 菊池　大樹 キクチ　タイキ

A25

117 遠藤　勇翔 エンドウ　ユウト
A31

118 岩堀　晃大 イワホリ　コウダイ

A26

119 石川　凰臥 イシカワ オウガ
A34

120 川崎　颯眞 カワサキ　ソウマ

A27

121 島田　大駕 シマダ タイガ
A32

122 北島　唯楓 キタジマ イブキ

A28

123 萩原　悠斗 ハギワラ　ユウト
A20

124 慶松　寿人 ケイマツ ヒサト

極真舎 総本部道場7級　125㌢　22㌔　8歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　10級　130㌢　20㌔　8歳

昭誠会　白帯　130㌢　28㌔　8歳

世界総極真 石神井公園道場　8級　128㌢　23㌔　8歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　10級　126㌢　30㌔　8歳

石島道場　7級　133㌢　29㌔　8歳

実戦空手　大場道場　8級　133㌢　26㌔　8歳

極真会館浜井派 草加支部　8級　126㌢　37㌔　8歳

世界総極真 埼玉橋本道場　9級　138㌢　35㌔　7歳

世界総極真　釘嶋道場　10級　130㌢　30㌔　8歳

極真拳武會　本部道場　7級　128㌢　30㌔　9歳

極真拳武會　埼京・城北支部　7級　126㌢　25㌔　8歳

極真拳武會　目黒江東支部　9級　139㌢　33㌔　8歳

小学2年男子初級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

世界総極真 石神井公園道場　８級　132㌢　27㌔　7歳

極真会館 埼玉県今井道場　7級　122㌢　25㌔　7歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　9級109㌢　13㌔　6歳

極真舎 総本部道場　9級　123㌢　25㌔　8歳

極真拳武會　埼京・城北支部　7級　126㌢　25㌔　7歳



125 金澤　謙心 カナザワ　ケンシン

A39

126 三輪　秋翔 ミワ　アキト

A43

127 小山　蓮 オヤマ　レン

A40

128 尾野　紘大 オノ コウタ

129 池尻　虎輝 イケジリコウキ

A45

130 長田　理翔 オサダ リト

A41

131 鄭　浩 ゼン　ハオ

132 角田　漣 カクタ　レン

A44

133 佐藤　稜斗 サトウ　リト

A42

134 佐竹　翔瑛 サタケ　ショウエイ

135 本杉　進太郎 モトスギ シンタロウ

A36

A37

石島道場　8級　120㌢　22㌔　8歳

実戦武道空手　武心塾　7級　126㌢　29㌔　8歳

極真拳武會　城南羽田支部　123㌢　28㌔　8級

極真拳武會　さいたま浦和支部　8級　124㌢　24㌔　7級

飛馬道場　9級　133㌢　31㌔　8歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　10級　136㌢　35㌔　8歳

小学2年男子上級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

実戦空手　大場道場　6級　128㌢　28㌔　8歳

石島道場　6級　130㌢　27㌔　8歳

極真拳武會　城南品川支部　6級　126㌢　29㌔　7歳

極真会館 埼玉県今井道場　6級　119㌢　21㌔　8歳

極真拳武會　さいたま浦和支部 6級　127㌢　22㌔　8歳

A35



・型　低学年C/Dブロック

・幼年　年中以下

・幼年　年長

・小学１年男子

B
午前の部



5 小熊　拳世 オグマケンセイ
世界総極真 埼玉橋本道場　8級　123㌢　24㌔　8歳

6 吉原　幸輝 ヨシハラ　コウキ
極真拳武會　城南品川支部　6級　130㌢　25㌔　9歳 A4

7 佐伯　優羽 サエキ　ユウ
極真会館浜井派 草加支部　4級　126㌢　22㌔　8歳

8 三輪　秋翔 ミワ　アキト
極真会館 埼玉県今井道場　6級　119㌢　21㌔　8歳 A5

9 今泉　永遠 イマイズミ　トワ
極真会館浜井派 草加支部　10級　140㌢　43㌔　8歳

10 渡部　優 ワタベ　ユウ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　137㌢　27㌔　8歳 A6

11 大城　絢斗 オオシロ ケント
昭誠会　4級　132㌢　26㌔　9歳

12 佐藤　丸樹 サトウ    マルキ
極真会館 浜井派 東京本部　8級　110㌢　17㌔　6歳 A7

13 鈴木　皐太 スズキ　コウタ
極真拳武會　埼京・城北支部　6級　137㌢　25㌔　9歳

14 金子　隼輔 カネコ    シュンスケ
極真会館 浜井派 東京本部　8級　126㌢　24㌔　8歳 A8

15 上村　美波 ウエムラ　ミナミ
極真会館 埼玉県今井道場　6級　120㌢　25㌔　8歳

16 小島　桜輔 コジマ　オウスケ
極真拳武會　千鳥有明支部　8級　120㌢　24㌔　8歳 A9

17 向山　煌 ムコウヤマ　キラ
極真会館浜井派 草加支部　9級　120㌢　18㌔　6歳

予備
A10

18 淺見　正直 アサミ　マサナオ
極真拳武會　埼京・城北支部　8級　126㌢　23㌔　7歳 A18

19 髙橋　佑輔 タカハシユウスケ
世界総極真 埼玉橋本道場　９級　１１９㌢　２３㌔　７歳 B8

20 今泉　大翔 イマイズミ　タイト
極真会館浜井派 草加支部　９級　120㌢23㌔　6歳 B1

21 春日　碧音 カスガ　アオト
極真拳武會　城南品川支部　5級　133㌢　25㌔　9歳 B12

22 寺元　結奈 テラモト  ユナ
極真会館 浜井派 東京本部　9級　120㌢　30㌔　7歳 B2

23 押尾　尚弥 オシオ ナオヤ
極真舎 千葉本部道場　3級　132㌢　35㌔　9歳 B9

24 荒川　真斗 アラカワ　マナト
極真会館 埼玉県今井道場　7級　122㌢　25㌔　7歳 B3

予備 B14

25 小山　蓮 オヤマ　レン
極真拳武會　城南品川支部　6級　126㌢　29㌔　7歳 B4

26 新田　彩姫 ニッタ　アヤメ
極真会館 浜井派 東京本部　6級　125㌢　24㌔　9歳 B10

27 齋藤　琉希 サイトウ　リュウキ
極真会館浜井派 草加支部10級　130㌢　32㌔　9歳 B5

28 森田　朝陽 モリタ　アサヒ
極真会館 埼玉県今井道場　10級　122㌢　26㌔　8歳 B13

29 浅井　雄矢 アサイ　ユウヤ
極真拳武會　さいたま浦和支部　5級　125㌢　24㌔　8歳 B6

30 向山　玲菜 ムコウヤマ　レイナ
極真会館浜井派 草加支部　5級　120㌢　18㌔　8歳 B11

31 関戸　公志 セキト コウシ
極真拳武會　目黒江東支部　6級　137㌢　32㌔　9歳 B7

32 水谷　隼 ミズタニ　シュン
極真会館 浜井派 東京本部　7級　129㌢　30㌔　8歳

型　低学年クラス  表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

A
コ
ー
ト

に
て
試
合



71 太田　凛斗 オオタ リント B22

B16 　　　

　　　3位決定戦

72 荒川　美都 アラカワ　ミト

B23

73 角田　ひより カクタ　ヒヨリ

B17

74 高橋　信人 タカハシ マコト

B15

75 森山　董友 モリヤマ トウ

76 竹田　圭吾 タケダ　ケイゴ

77 淺見　祐太 アサミ　ユウタ B24

B18

78 國玉　晃汰 クニタマ　コオタ B28

79 櫻井　大和 サクライ　ヤマト

80 小松　翔 コマツ　ショウ B25

B19

81 服部　廉 ハットリ　レン B33

82 田中　照大 タナカ　ショウタ

83 工藤　琉生 クドウ　ルイ B26

B20

84 本棒　篤斗 ホンボウ　アツト B29

85 森山　晴朗 モリヤマ　ハル

B27

86 岩堀　悠成 イワホリ　ユウセイ
B21

87 森　由里愛 モリ　ユリア
極真拳武會　平和島支部　白帯　115㌢　19㌔　6歳

幼年中以下クラス　表彰3名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

幼年長クラス　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

極真拳武會　千鳥有明支部　9級　110㌢　16㌔　6歳

極真拳武會　埼京・城北支部　10級　110㌢　20㌔　5歳

世界総極真　武颯会　10級　120㌢　25㌔　6歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　白帯　107㌢　15㌔　5歳

極真会館 浜井派 東京本部　5級　114㌢　20㌔　5歳

極真拳武會　埼京・城北支部　10級　107㌢　18㌔　6歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　10級　108㌢　18㌔　5歳

極真拳武會　埼京・城北支部　8級　113㌢　21㌔　5歳

極真会館浜井派 草加支部　10級　122㌢　24㌔　6歳

極真拳武會　城南品川支部　8級　116㌢　22㌔　5歳

世界総極真　釘嶋道場　10級　120㌢　25㌔　6歳

世界総極真　釘嶋道場　白帯　104㌢　18㌔　4歳

極真会館 埼玉県今井道場　白帯　112㌢　19㌔　5歳

飛馬道場　　　　　　115㌢　22㌔　5歳

世界総極真 石神井公園道場　白帯　100㌢　17㌔　5歳

石島道場　10級　107㌢　17㌔　5歳



88 梶原　颯隼 カジワラ　ハヤト
B34

89 長谷川　碧斗 ハセガワ リクト

B42

90 井上　陽路 イノウエ　ヒロ

B35

91 青山　陽飛 アオヤマ ハルヒ

B46

92 今泉　大翔 イマイズミ　タイト

B36

93 佐藤　海 サトウ　カイ

B43

94 江草　怜生 エグサ レオ

B37

95 井上　琥珀 イノウエ　コハク
B30

96 大塚　天晴 オオツカ テンセイ
B48

97 中村　光毅 ナカムラ コウキ

B38

98 淺見　正直 アサミ　マサナオ

B44

99 川上　騰賀 カワカミ トウガ

B39

100 向山　煌 ムコウヤマ　キラ
B31

101 中村　琉惺 ナカムラ　リュウセイ
B47

102 髙橋　佑輔 タカハシユウスケ

B40

103 平林　虎叶 ヒラバヤシ　レオト

B45

104 柳田　竜希 ヤナギダ　リュウキ

B41

105 伊藤　琥鉄 イトウ コテツ
B32

106 加藤　正誠 カトウ　マサナリ

極真会館浜井派 草加支部　9級　120㌢18㌔　6歳

極真舎 総本部道場　10級　121㌢　23㌔　6歳

極真拳武會　埼京・城北支部　8級　126㌢　23㌔　7歳

極真舎 千葉本部道場　8級　123㌢　23㌔　7歳

摯風塾　9級　110㌢　22㌔　6歳

極真拳武會　城南世田谷支部　10級　124㌢　24㌔　7歳

極真拳武會　城南品川支部　9級　122㌢　23㌔　6歳

世界総極真 石神井公園道場　6級　116㌢　21㌔　6歳

極真会館 浜井派 東京本部　9級　131㌢　24㌔　6歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　113㌢　16㌔　7歳

世界総極真 埼玉橋本道場　9級　119㌢　23㌔　7歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　9級　115㌢　19㌔　5歳

小学1年男子　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

極真舎 総本部道場　9級　１１９㌢　20㌔　7歳

世界総極真　釘嶋道場　9級　130㌢　30㌔　6歳

極真会館浜井派 草加支部　9級　120㌢　23㌔　6歳

世界総極真 石神井公園道場　白帯　120㌢　23㌔　6歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　9級　117㌢　20㌔　7歳

極真舎 総本部道場　8級　120㌢　19㌔　6歳

極真拳武會　埼京・城北支部　10級　120㌢　22㌔　7歳



・型　高学年A/Bブロック

・型　一般A/Bブロック

・小学3年男子上級

・小学2年女子

・小学3年男子初級A/Bブロック

C
午前の部



33 柿沼　朱斗 カキヌマ アヤト

摯風塾 6級　141㌢　31㌔　10歳 C7
34 杉岡　凌 スギオカリョウ

世界総極真 埼玉橋本道場　5級　132㌢　26㌔　10歳 C1
35 外山　歩 トヤマ　アユム

極真拳武會　城南武蔵新城支部　7級　134㌢　25㌔　10歳 C11
36 福田　康将 フクダ コウスケ

極真舎 千葉本部道場　8級　126㌢　27㌔　9歳 C2
37 本橋　渓太 モトハシケイタ

摯風塾　6級　142㌢　34㌔　10歳 C8
38 三輪　春翔 ミワ　ハルト

極真会館 埼玉県今井道場　6級　137㌢　29㌔　11歳 C3
39 鈴木　優里香 スズキ　ユリカ

極真拳武會　本部道場　3級　134㌢　30㌔　10歳 C13

40 吉原　初音 ヨシハラハツネ
世界総極真 埼玉橋本道場　4級　157㌢　44㌔　12歳

41 竹村　信乃助 タケムラ　シンノスケ C9
極真拳武會　五反田・中延支部　4級　134㌢　31㌔　10歳 C4

42 山田　鉄太 ヤマダ テッタ
摯風塾　6級　160㌢　57㌔　12歳 C12

43 山野　李子 ヤマノ スモモ
極真舎 総本部道場　1級　130㌢　28㌔　10歳 C5

44 森　愛理紗 モリ　アリサ
極真拳武會　平和島支部　5級　133㌢　33㌔　9歳 C10

45 髙橋　純大 タカハシ　ジュンダイ

極真拳武會　埼京・城北支部　7級　141㌢　30㌔　10歳 C6
46 佐藤　祐輔 サトウ ユウスケ

摯風塾　6級　153㌢　38㌔　12歳 C14

47 山野　杏子 ヤマノ アンズ
極真舎 総本部道場　1級　130㌢　30㌔　10歳

48 小平　碧音 コダイラ　ミト
極真拳武會　さいたま浦和支部　3級　138㌢　33㌔　11歳 D1

49 柿沼　日菜歌 カキヌマ ヒナカ
摯風塾　6級　141㌢　33㌔　12歳

50 上村　莉央 ウエムラ　リオ
極真会館 埼玉県今井道場　5級　130㌢　26㌔　10歳 D2

51 大西　清太 オオニシ セイタ
極真舎 千葉本部道場　5級　130㌢　28㌔　10歳

52 橋本　颯太 ハシモトソウタ
摯風塾　8級　131㌢　28㌔　9歳 D3

53 今井　優宇奈 イマイ　ユウナ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　138㌢　33㌔　10歳

54 太田　杏奈 オオタ　アンナ
極真拳武會　五反田・中延支部　4級　143㌢　36㌔　11歳 D4

55 日髙　朱鳥 ヒダカアスカ
摯風塾　6級　135㌢　28㌔　10歳

56 波多野　毬矢 ハタノ　マリヤ
練心塾　5級　129㌢　29㌔　10歳 D5

57 髙橋　弘雅 タカハシコウガ
世界総極真 埼玉橋本道場　10級　147㌢　37㌔　11歳

58 杉岡　陽貴 スギオカ　ハルキ
極真拳武會　埼京・城北支部　2級　145㌢　40㌔　12歳 D6

59 藤井　あかり フジイ アカリ
摯風塾　7級　131㌢　22㌔　9歳

60 髙山　凛久 タカヤマ リク
世界総極真　釘嶋道場　5級　131㌢　32㌔　11歳 D7

61 薮崎　昴 ヤブサキ スバル
極真舎 千葉本部道場　6級　132㌢　25㌔　10歳

型　小学高学年クラス　表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

D
コ
ー
ト

に
て
試
合



62 今井　日菜香 イマイ　ヒナカ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　148㌢　40㌔　12歳

C15

63 羽賀　晧平 ハガ コウヘイ
世界総極真 埼玉橋本道場　2級　169㌢　47㌔　19歳

C17

64 新田　あゆか ニッタ　アユカ
極真会館 浜井派 東京本部　6級　153㌢　50㌔　42歳

C16

65 前田　信一 マエダ　シンイチ
極真拳武會　五反田・中延支部　3級　175㌢　73㌔　46歳

C18

66 猿谷　健太郎 サルヤ　ケンタロウ
極真拳武會　五反田・中延支部　2級　166㌢　63㌔　39歳

67 羽賀　壮汰 ハガソウタ
世界総極真 埼玉橋本道場　2級　169㌢　56㌔　13歳

68 外山　樹 トヤマ　イツキ
極真拳武會　城南武蔵新城支部　2級　172㌢　53㌔　15歳

69 大野　立真 オオノ　タツマ
極真会館 浜井派 東京本部　10級　169㌢　74㌔　20歳

D15

70 日髙　帆風 ヒダカ ホノカ
摯風塾　4級　154㌢　42㌔　13歳

型　一般クラス　表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

D
コ
ー
ト

に
て
試
合



C24

　３位決定戦

179 石島　翔琉 イシジマ カケル

C21

180 大城　絢斗 オオシロ ケント

C19

181 小泉　そら コイズミ　ソラ C25

182 小熊　拳世 オグマケンセイ

C22

183 下見　謙太 シモミ ケンタ

C20

184 高崎　光 タカサキ　コウ

C30

　３位
決定戦

189 向山　玲菜 ムコウヤマ　レイナ

C26

190 筑間　聖歌 チクマ ミカ

C31

191 廣瀬　眞緒 ヒロセ　マオ

C27

192 内山　心 ウチヤマ ココロ

C23

193 上村　美波 ウエムラ　ミナミ

小学2年女子　表彰3名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

極真会館浜井派 草加支部　9級　120㌢　18㌔　8歳

極真舎 千葉本部道場　4級　125㌢　25㌔　8歳

Machida Karate Saitama　8級　126㌢　26キロ　7歳

石島道場　8級　126㌢　23㌔　8歳

極真会館 埼玉県今井道場　6級　120㌢　25㌔　8歳

小学3年男子上級　表彰3名 本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

世界総極真 埼玉橋本道場　8級　123㌢　24㌔　8歳

極真拳武會　城南世田谷支部　6級　134㌢　28㌔　9歳

昭誠会　4級　130㌢　30㌔　9歳

飛馬道場　　　　133㌢　　27㌔　　9歳

昭誠会　4級　132㌢　26㌔　9歳

石島道場　5級　130㌢25㌔　8歳



136 内山　誠之介 ウチヤマ セイノスケ

C36

137 稲葉　翼 イナバ　ツバサ

138 林　千尋 ハヤシ　チヒロ C44

139 竹鼻　仁 タケハナ ジン C37

C28

140 鈴木　龍勇仁 スズキ　リュウジン
C48

141 秋山　陸斗 アキヤマ　リクト

142 水谷　隼 ミズタニ　シュン C38

C29

143 外山　凌来 トヤマ　リク
C45

144 鈴木　龍琥 スズキ リュウク C51

145 石浦　廉太郎 イシウラ　レンタロウ C39

C32

146 小林　桜太 コバヤシ  オウタ
C50

147 田口　修士 タグチ シュウジ
C40

148 吉原　幸輝 ヨシハラ　コウキ

149 時田　劉翔 トキタ　リュウト C46

150 張　康煜 チョウ コウヨ C41

C33

151 及川　蒼史 オイカワ ソウシ
C49

152 齋藤　琉希 サイトウ　リュウキ

153 平林　龍叶 ヒラバヤシ　リュウト C42

C34

154 長谷川　遼馬 ハセガワ ハルマ
C47

155 鶴ケ崎　和希 ツルガサキ　カズキ

156 新井　壮右介 アライ ソウスケ C43

C35

157 赤羽根　慧俊 アカバネ アキタカ
極真拳武會　目黒江東支部　白帯　134㌢　29㌔　8歳

C
D
と
決
勝
戦

実戦武道空手　武心塾　7級　145㌢　47㌔　8歳

極真会館浜井派 草加支部　10級　130㌢　32㌔　9歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　9級　119㌢　18㌔　9歳

実戦空手　大場道場　6級　128㌢　26㌔　8歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　8級　122㌢　22㌔　9級

極真拳武會　川崎元住吉支部　6級　124㌢　23㌔　8歳

世界総極真　武颯会　8級　125㌢　24㌔　9歳

世界総極真 志優会　8級　130㌢　27㌔　9歳

極真拳武會　城南品川支部　6級　130㌢　25㌔　9歳

極真拳武會　埼京・城北支部　5級　135㌢　32㌔　9歳

極真舎 千葉本部道場　10級　135㌢　40㌔　9歳

実戦武道空手　武心塾 9級　133㌢　30㌔　9歳

極真拳武會　目黒江東支部　8級　135㌢　30㌔　8歳

実戦空手　大場道場　6級　130㌢　33㌔　8歳

世界総極真 志優会　9級　122㌢　22㌔　8歳

極真拳武會　本部道場　6級　128㌢　26㌔　8歳

小学3年男子初級A/Bブロック　 本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔ 再延長1分30秒

極真拳武會　目黒江東支部　9級　125㌢　25㌔　9歳

極真会館 浜井派 東京本部　7級　129㌢　30㌔　8歳

極真拳武會　埼京・城北支部　6級　134㌢　32㌔　9歳

極真舎 総本部道場　5級　130㌢　24㌔　9歳

空手道修志会　133㌢　38㌔　9歳



・型　高学年C/Dブロック

・型　一般C/Dブロック

・小学1年女子　　・小学3年女子

・小学3年男子初級C/Dブロック

D
午前の部



33 柿沼　朱斗 カキヌマ アヤト

摯風塾 6級　141㌢　31㌔　10歳

34 杉岡　凌 スギオカリョウ
世界総極真 埼玉橋本道場　5級　132㌢　26㌔　10歳 C1

35 外山　歩 トヤマ　アユム
極真拳武會　城南武蔵新城支部　7級　134㌢　25㌔　10歳

36 福田　康将 フクダ コウスケ
極真舎 千葉本部道場　8級　126㌢　27㌔　9歳 C2

37 本橋　渓太 モトハシケイタ
摯風塾　6級　142㌢　34㌔　10歳

38 三輪　春翔 ミワ　ハルト
極真会館 埼玉県今井道場　6級　137㌢　29㌔　11歳 C3

39 鈴木　優里香 スズキ　ユリカ
極真拳武會　本部道場　3級　134㌢　30㌔　10歳

40 吉原　初音 ヨシハラハツネ
世界総極真 埼玉橋本道場　4級　157㌢　44㌔　12歳

41 竹村　信乃助 タケムラ　シンノスケ

極真拳武會　五反田・中延支部　4級　134㌢　31㌔　10歳 C4
42 山田　鉄太 ヤマダ テッタ

摯風塾　6級　160㌢　57㌔　12歳

43 山野　李子 ヤマノ スモモ
極真舎 総本部道場　1級　130㌢　28㌔　10歳 C5

44 森　愛理紗 モリ　アリサ
極真拳武會　平和島支部　5級　133㌢　33㌔　9歳

45 髙橋　純大 タカハシ　ジュンダイ

極真拳武會　埼京・城北支部　7級　141㌢　30㌔　10歳 C6
46 佐藤　祐輔 サトウ ユウスケ

摯風塾　6級　153㌢　38㌔　12歳 C14

47 山野　杏子 ヤマノ アンズ
極真舎 総本部道場　1級　130㌢　30㌔　10歳 D8

48 小平　碧音 コダイラ　ミト
極真拳武會　さいたま浦和支部　3級　138㌢　33㌔　11歳 D1

49 柿沼　日菜歌 カキヌマ ヒナカ
摯風塾　6級　141㌢　33㌔　12歳 D12

50 上村　莉央 ウエムラ　リオ
極真会館 埼玉県今井道場　5級　130㌢　26㌔　10歳 D2

51 大西　清太 オオニシ セイタ
極真舎 千葉本部道場　5級　130㌢　28㌔　10歳 D9

52 橋本　颯太 ハシモトソウタ
摯風塾　8級　131㌢　28㌔　9歳 D3

53 今井　優宇奈 イマイ　ユウナ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　138㌢　33㌔　10歳 D14

54 太田　杏奈 オオタ　アンナ
極真拳武會　五反田・中延支部　4級　143㌢　36㌔　11歳 D4

55 日髙　朱鳥 ヒダカアスカ
摯風塾　6級　135㌢　28㌔　10歳 D10

56 波多野　毬矢 ハタノ　マリヤ
練心塾　5級　129㌢　29㌔　10歳 D5

57 髙橋　弘雅 タカハシコウガ
世界総極真 埼玉橋本道場　10級　147㌢　37㌔　11歳 D13

58 杉岡　陽貴 スギオカ　ハルキ
極真拳武會　埼京・城北支部　2級　145㌢　40㌔　12歳 D6

59 藤井　あかり フジイ アカリ
摯風塾　7級　131㌢　22㌔　9歳 D11

60 髙山　凛久 タカヤマ リク
世界総極真　釘嶋道場　5級　131㌢　32㌔　11歳 D7

61 薮崎　昴 ヤブサキ スバル
極真舎 千葉本部道場　6級　132㌢　25㌔　10歳

型　小学高学年クラス　表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

C
コ
ー
ト

に
て
試
合



62 今井　日菜香 イマイ　ヒナカ
極真会館 浜井派 東京本部　7級　148㌢　40㌔　12歳

63 羽賀　晧平 ハガ コウヘイ
世界総極真 埼玉橋本道場　2級　169㌢　47㌔　19歳

64 新田　あゆか ニッタ　アユカ
極真会館 浜井派 東京本部　6級　153㌢　50㌔　42歳

65 前田　信一 マエダ　シンイチ
極真拳武會　五反田・中延支部　3級　175㌢　73㌔　46歳

C18

66 猿谷　健太郎 サルヤ　ケンタロウ
極真拳武會　五反田・中延支部　2級　166㌢　63㌔　39歳

D16

67 羽賀　壮汰 ハガソウタ
世界総極真 埼玉橋本道場　2級　169㌢　56㌔　13歳

D18

68 外山　樹 トヤマ　イツキ
極真拳武會　城南武蔵新城支部　2級　172㌢　53㌔　15歳

D17

69 大野　立真 オオノ　タツマ
極真会館 浜井派 東京本部　10級　169㌢　74㌔　20歳

D15

70 日髙　帆風 ヒダカ ホノカ
摯風塾　4級　154㌢　42㌔　13歳

型　一般クラス　表彰4名　準決勝まで太極その３　決勝　平安その２

C
コ
ー
ト

に
て
試
合



185 山野　零弥 ヤマノ　レミ

D19

186 久利　有紗 クリ アリサ

D23

187 寺元　結奈 テラモト　ユナ

D20

188 須田　百合咲 スダ ユリサ

D29

　３位決定戦

194 佐伯　優羽 サエキ　ユウ

D25

195 櫛村　優衣 クシムラ　ユイ

D21

196 中野　紗希 ナノカ サキ

D30

197 海老原　綾香 エビハラ アヤカ

D22

198 齋藤　由芽 サイトウ ユメ

D26

199 新田　彩姫 ニッタ　アヤメ

D24

200 髙橋　絆奈 タカハシ ハンナ

小学1年女子　表彰２名　本戦1分30秒　延長1分　体重3㌔　再延長1分

世界総極真 志優会　10級　118㌢　24㌔　6歳

極真会館 浜井派 東京本部　9級　120㌢　30㌔　7歳

極真舎 総本部道場　10級　116㌢　19㌔　6歳

極真拳武會　埼京・城北支部　白帯　121㌢　24㌔　7歳

小学3年女子　表彰3名　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔ 再延長1分30秒

実戦空手　大場道場　6級　119㌢　22㌔　8歳

極真会館浜井派 草加支部　4級　126㌢　22㌔　8級

極真拳武會　平和島支部　8級　139㌢　32㌔　9級

昭誠会　8級　133㌢　34㌔　9歳

極真舎 千葉本部道場　6級　132㌢　31㌔　9歳

実戦武道空手　武心塾　6級　132㌢　27㌔　9歳

極真会館 浜井派 東京本部　6級　125㌢　24㌔　9歳



158 花岡　優真 ハナオカ ユウマ
D34

159 宮本　秀真 ミヤモト シュウマ

D42

160 河田　蒼空 カワダ　ソラ
D35

161 横山　怜王 ヨコヤマ レオン
D27

162 高市　明寛 タカイチ アキヒロ
D46

163 外山　颯来 トヤマ　ソラ
D36

164 溝田　蒼介 ミゾタ　ソウスケ
D28

165 春日　碧音 カスガ　アオト
D43

166 染谷　武輝 ソメヤ タケル
D37 C51

167 山口　鉄平 ヤマグチ　テッペイ
D31

168 齋藤　志貴 サイトウ　シキ
D48

169 佐藤　奏 サトウ　カナデ
D38

170 津守　呂郁 ツモリ ロイ
D44

171 川合　清士郎 カワイ　キヨシロウ
D39

172 関戸　公志 セキト コウシ
D47

173 山本　祥太 ヤマモトショウタ
D40

174 森田　朝陽 モリタ　アサヒ
D32

175 辻　一輝 ツジ カズキ
D45

176 坂本　龍星 サカモト リュウセイ
D41

177 今泉　永遠 イマイズミ　トワ
D33

178 高柳　翔吾 タカヤナギ　ショウゴ

世界総極真 志優会　9級　126㌢　25㌔　9歳

極真拳武會　埼京・城北支部　6級　135㌢　32㌔　9歳

実戦空手　大場道場　6級　130㌢　30㌔　8歳

極真拳武會　城南品川支部　5級　133㌢　25㌔　9歳

極真拳武會　目黒江東支部　7級　134㌢　29㌔　9歳

極真会館 浜井派 東京本部　10級　125㌢　30㌔　8歳

極真拳武會　本部道場 6級　131㌢　30㌔　8歳

世界総極真　釘嶋道場　6級　139㌢　36㌔　8歳

実戦武道空手　武心塾　9級　125㌢　27㌔　8歳

極真会館 浜井派 東京本部　9級　136㌢　29㌔　8歳

極真拳武會　目黒江東支部　6級　137㌢　32㌔　9歳

実戦空手　大場道場　6級　129㌢　32㌔　9歳

極真会館 埼玉県今井道場　10級　122㌢　26㌔　8歳

極真舎 千葉本部道場　10級　130㌢　30㌔　8歳

世界総極真 志優会　9級　135㌢　35㌔　9歳

極真会館浜井派 草加支部　10級　140㌢　43㌔　8歳

極真拳武會　五反田・中延支部　7級　137㌢　34㌔　9歳

極真舎 総本部道場　9級　130㌢　31㌔　8歳

極真拳武會　目黒江東支部　7級　123㌢　19㌔　8歳

極真拳武會　川崎元住吉支部　9級　132㌢　34㌔　8歳

実戦武道空手　武心塾　9級　137㌢　34㌔　9歳

予備

小学3年男子初級C/Dブロック 　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔ 再延長1分30秒

A
B
と
決
勝
戦



・小学5年女子初級

・小学5年女子上級

・小学4年女子

・小学4年男子初級

A
午後の部



306 染谷　沙菜 ソメヤ　サナ

A1

307 赤羽根　麗菜 アカバネ　レナ

A4

308 竹田　百那 タケダ　モモナ

309 佐竹　琴乃 サタケ　コトノ

A2

310 勝股　あいら カツマタ アイラ

A5

311 鈴木　優里香 スズキ　ユリカ

A3

312 礒野　鈴 イソノ　リン

昭誠会2級　147㌢　37㌔　11歳

極真拳武會　本部道場　3級　134㌢　30㌔　10歳

極真拳武會　城南品川支部　3級　127㌢　22㌔　10歳

小学5年女子初級　入賞1名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　目黒江東支部　白帯　133㌢　30㌔　10歳

世界総極真　武颯会　7級　146㌢　35㌔　11歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　7級　132㌢　32㌔　10歳　

小学5年女子上級　表彰２名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　城南羽田支部　3級　153㌢　52㌔　10歳



A13

　３位決定戦

299 清水　彩 シミズ　アヤ

A9

300 森　愛理紗 モリ　アリサ

A6

301 富岡　透子 トミオカ　トウコ

A14

302 上村　莉央 ウエムラ　リオ

A7

303 玉腰　あかり タマコシ　アカリ

A10

304 飯塚　心優 イイヅカ　ミユウ

A8

305 石川　紗羽 イシカワ サワ

小学4年女子クラス　入賞3名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

極真舎 総本部道場　6級　130㌢　28㌔　10歳

極真拳武會　千鳥有明支部　9級　133㌢　31㌔　9歳

極真拳武會　平和島支部　10級　139㌢　31㌔　10歳

極真会館 埼玉県今井道場　5級　130㌢　26㌔　10歳

実戦空手　大場道場　8級　124㌢　25㌔　9歳

極真拳武會　平和島支部　5級　133㌢　33㌔　9歳

極真舎 総本部道場　3級　132㌢　31㌔　10歳



201 山田　健斗 ヤマダ ケント
A25

202 菊池　隼人 キクチ　ハヤト
A11

203 中村　春毅 ナカムラ ハルキ
A33

204 佐藤　樹 サトウ　イツキ
A12

205 尾崎　琉生 オザキ ルイ
A26

206 池尻　桜輝斗 イケジリサキト
A15

207 波多野　毬矢 ハタノ　マリヤ
A37

208 肥沼　輝紘 コイヌマ アキヒロ
A27

209 萩ノ谷　泰成 ハギノヤ タイセイ
A16

210 江部　銀侍 エベ　ギンジ
A34

211 太田　徠斗 オオタ　ライト
A17

212 柴田　晃希 シバタ　コウキ
A28

213 遠矢　拓己 トオヤ タクミ
A18

214 高橋　優空 タカハシ　ユウア
A39

215 須田　大馳 スダ ダイチ
A29

216 溝田　陸斗 ミゾタ リクト
A19

217 日髙　朱鳥 ヒダカアスカ
A35

218 内山　神衣 ウチヤマ カムイ
A20

219 青木　琥太郎 アオキ　コタロウ
A30

220 大塚　亜紗陽 オオツカ　アサヒ
A21

221 和知　優樹 ワチ ユウキ
A38

222 狐塚　祐樹 コヅカ　ユウキ
A31

223 池田　佳生 イケダ ヨシキ
A22

224 澤部　仁 サワベ　ジン
A36

225 榎田　琉曖 エノキダ　ルウア
A23

226 鈴木　蒼生 スズキ　アオイ
A32

227 橋本　颯太 ハシモトソウタ
A24

228 三澤　快莉 ミサワ　カイリ
摯風塾　8級　131㌢　28㌔　9歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　8級　125㌢　20㌔　10歳

実戦武道空手　武心塾　5級　137㌢　35㌔9歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　9級　123㌢　24㌔　9歳

世界総極真 志優会　8級　141㌢　42㌔　10歳

極真拳武會　本部道場　6級　133㌢　33㌔　10歳

世界総極真　釘嶋道場　8級　140㌢　32㌔　9歳

極真拳武會　城南世田谷支部　132㌢　31㌔　10歳

石島道場　6級　149㌢　36㌔　10歳

摯風塾　6級　135㌢　28㌔　10歳

実戦空手　大場道場　6級140㌢　48㌔　9歳

世界総極真 志優会　7級137㌢　32㌔　9歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　6級　135㌢29㌔　10歳

極真会館浜井派 草加支部　7級　132㌢　32㌔　10歳

石島道場　5級　135㌢　28㌔　9歳

極真拳武會　埼京・城北支部　6級　136㌢　31㌔　10歳

世界総極真　釘嶋道場　6級　127㌢　26㌔10歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　7級　128㌢　28㌔　9歳

実戦武道空手　武心塾　6級　128㌢　33㌔　9歳

極真拳武會　千鳥有明支部　5級　131㌢　27㌔　10歳

小学4年男子初級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

実戦武道空手　武心塾　6級　137㌢　34㌔　10歳

練心塾　5級　129㌢　29㌔　10歳

実戦空手　大場道場　6級　130㌢　27㌔　10歳

世界総極真 志優会　9級　145㌢　38㌔　10歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　7級　145㌢　40㌔　10歳

極真舎 千葉本部道場6級139㌢　39キロ　10歳

世界総極真　釘嶋道場　　141㌢　35㌔　10歳

摯風塾　7級　140㌢　35㌔　10歳



・小学4年男子上級

・小学5年男子初級

・小学５年男子上級

B
午後の部



229 今井　煌貴 イマイ　コウキ

230 早乙女　桜ノ心 サオトメ　オウノシン

B６

231 岡村　隼人 オカムラ　ハヤト

B3

232 貞包　顕成 サダカネ　ケンセイ

B9

233 時田　剛樹 トキタ　ゴウキ

B4

234 竹村　信乃助 タケムラ　シンノスケ

B7

235 尾原　智也 オハラ　トモヤ

B5

236 関戸　優翔 セキド ユウ

237 柏木　千尋 カシワギ　チヒロ

B1

B2

極真拳武會　五反田・中延支部　4級　134㌢　31㌔　10歳

極真会館 東京都佐藤道場　6級　137㌢　39㌔　9歳

高橋塾　4級　135㌢　28㌔　10歳

極真会館浜井派 草加支部　4級　132㌢　28㌔　10歳

小学4年男子上級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　埼京・城北支部　4級　138㌢　37㌔　10歳

実戦空手　大場道場　10級　140㌢　29㌔　10歳

昭誠会　2級　132㌢　26㌔　10歳

極真拳武會　埼京・城北支部　3級　137㌢　37㌔　10歳

極真拳武會　埼京・城北支部　140㌢　31㌔　10歳



238 羽尾　駿佑 ハネオ シュンスケ
B10

239 田崎　翔大 タサキ　ショウダイ

240 本橋　渓太 モトハシケイタ

241 髙山　凛久 タカヤマ リク

B22

242 髙橋　弘雅 タカハシコウガ

B12

243 関戸　健 セキト タケル

B19

244 海老原　克哉 エビハラ カツヤ

B13

245 佐藤　柊斗 サトウ　シュウト

B26

246 三輪　春翔 ミワ　ハルト

B14

247 田中　大翔 タナカ　ヒロト

B20

248 山田　優利 ヤマダ ユウリ

B15

249 薮崎　昴 ヤブサキ スバル

B23

250 本杉　麟太郎 モトスギ リンタロウ

B16

251 アナン　論 アナン ロン

B21

252 柿沼　朱斗 カキヌマ アヤト

B17

253 工藤　碧 クドウ　アオイ
B8

254 湊　理恩 ミナト　リオン

B18

極真拳武會　さいたま浦和支部　10級　135㌢　35㌔　10級

小学５年男子初級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

極真舎 千葉本部道　10級　137㌢　36㌔　10歳

Machida Karate Saitama　6級　143㌢　40㌔　11歳

摯風塾　6級　142㌢　34㌔　10歳

極真拳武會　目黒江東支部　5級　141㌢　36㌔　11歳

世界総極真 埼玉橋本道場　10級　147㌢　37㌔　11歳

世界総極真　釘嶋道場 5級　131㌢　32㌔　11歳

極真舎 千葉本部道場　6級　162㌢　54㌔　11歳

B11

村椿道場8級　144㌢　33㌔　10級

Machida Karate Saitama　7級　135㌢　35㌔　11歳

極真会館 埼玉県今井道場　6級　137㌢　29㌔　11歳

極真拳武會　埼京・城北支部　6級　131㌢　33㌔　10歳

世界総極真　武颯会　8級　135㌢　32㌔　10歳

摯風塾　6級　141㌢　31㌔　10歳

極真舎 千葉本部道場　10級　148㌢　36㌔　11歳

実戦武道空手　武心塾　5級　147㌢　36㌔　11歳

極真舎 千葉本部道場　6級　132㌢　25㌔　10歳



255 関口　優大 セキグチユウダイ

B24

256 小澤　大和 オザワ　ヤマト
B33

257 加藤　優希 カトウ ユウキ

B25

258 中村　啓汰 ナカムラ　ケイタ
B37

259 太田　杏奈 オオタ　アンナ
B27

260 尾上　昴優 オノウエ　コウユウ
B34

261 八木　陽平 ヤギ　ヨウヘイ
B28

262 正野　月渚 ショウノ　ルナ
B39

263 西澤　英叶 ニシザワ　エイト
B29

264 下見　創梧 シモミ　ソウゴ
B35

265 對馬　龍成 ツシマ　リュウセイ
B30

266 井上　耀広 イノウエ　アキヒロ
B38

267 宮崎　宗太郎 ミヤザキ　ソウタロウ

B31

268 内海　陽太 ウチウミ　ヨウタ
B36

269 立野　幹太 タテノ　カンタ

B32

270 杉岡　凌 スギオカ　リョウ

極真拳武會　平和島支部　6級　163㌢　65㌔　11歳

小学5年男子上級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

昭誠会　1級　142㌢　43㌔　11歳

Machida Karate Saitama　5級　145㌢　36㌔　10歳

世界総極真　釘嶋道場　4級138㌢　37㌔　11歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　4級　141㌢　29㌔　10歳

極真拳武會　五反田・中延支部　4級　143㌢　36㌔　11歳

実戦空手　大場道場　6級　148㌢　47㌔　11歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　2級　132㌢　34㌔　11歳

勇志会川越支部　137㌢　32㌔　11歳

昭誠会　3級　134㌢　32㌔　11歳

世界総極真 埼玉橋本道場　5級　132㌢　26㌔　10歳

実戦武道空手　武心塾　4級　132㌢　30㌔　11歳

世界総極真 志優会　6級　145㌢　52㌔　11歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　7級　148㌢　52㌔　10歳

極真拳武會　城南世田谷支部　5級　148㌢　35㌔　11歳

昭誠会　2級　140㌢　38㌔　10歳



・小学6年女子初級

・小学6年女子上級

・小学6年男子初級

・小学6年男子上級

・中学1年男子

C
午後の部



313 町田　佳穂 マチダ カオ

C1

314 柿沼　日菜歌 カキヌマ ヒナカ

315 齋藤　絆菜 サイトウ　ハンナ

C2

316 吉原　初音 ヨシハラハツネ

C6

317 浅野　瑚都 アサノ　コト

C3

318 廣瀬　芽生 ヒロセ メイ

極真会館浜井派 草加支部　2級　153㌢　42㌔　11歳

石島道場　2級　148㌢　38㌔　12歳

小学6年女子初級　表彰1名 本戦1分30秒 延長1分30秒  体重3㌔ 再延長1分30秒

摯風塾　6級　141㌢　33㌔　12歳

石島道場　6級　152㌢　37㌔　11歳

小学6年女子上級　入賞2名　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

飛馬道場　5級　150㌢　48㌔　11歳

世界総極真 埼玉橋本道場　4級　157㌢　44㌔　12歳



271 宮本　隆眞 ミヤモト　リュウマ

C1２

272 久保田　理央 クボタ　リオ
C4

273 佐藤　祐輔 サトウ　ユウスケ

C16

274 宇田川　真男 ウダガワ　マサオ
C5

275 能勢　悠叶 ノセ　ユウト

C13

276 遠矢　舜 トオヤ　シュン

C7

277 中野　祥吾 ナカノ　ショウゴ
C20

278 今村　心 イマムラ　ココロ

C8

279 澤井　寛太 サワイ　カンタ

C14

280 齋藤　拓人 サイトウ　タクト

C9

281 田中　慎 タナカ　シン

C17

282 松本　直純 マツモト　ナオスミ

C10

283 末吉　礼樹 スエヨシ　ライキ

C15

284 榎田　吏空亜 エノキダ　リクア

C11

285 山田　鉄太 ヤマダ　テッタ

極真拳武會　埼京・城北支部　10級　151㌢　50㌔　12歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　8級　153㌢　38㌔　11歳

世界総極真　釘嶋道場　6級　150㌢　45㌔　12歳

摯風塾　6級　160㌢　57㌔　12歳

実戦武道空手　武心塾　6級　149㌢　40㌔　12歳

極真拳武會　埼京・城北支部　9級 148㌢　49㌔　12歳

世界総極真　武颯会　8級　136㌢　28㌔12歳

極真拳武會　埼京・城北支部　9級　144㌢　36㌔　12歳

実戦武道空手　武心塾　5級　152㌢　40㌔　12歳

極真会館 埼玉県今井道場　6級　150㌢　34㌔　12歳

小学６年男子初級クラス　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重３㌔　再延長１分３０秒

実戦武道空手　武心塾　5級　159㌢　50㌔　11歳

極真拳武會　城南武蔵新城支部　6級　140㌢　36㌔　11歳

摯風塾　6級　153㌢　38㌔　12歳

世界総極真　釘嶋道場　5級　150㌢　49㌔　11歳

極真舎 総本部道場　5級　150㌢　45㌔　11歳



286 富岡　将之介 トミオカ ショウノスケ

C24

287 和知　大樹 ワチ タイキ

C18

288 本井　巴琉 モトイ ハル
C28

289 中野　湊太 ナカノ ソウタ

C25

290 國玉　直輝 クニタマ　ナオキ
C19

291 伊藤　蓮 イトウ　レン

C32

292 柏木　伊織 カシワギ　イオリ

C26

293 大村　夢翔 オオムラ ユメト

C21

294 小平　碧音 コダイラ　ミト

C29

295 野村　友吾 ノムラ ユウゴ

C22

296 須鎗　空羅 スヤリ　ソラ

C27

297 杉浦　大翔 スギウラ　ヒロト

C23

298 奥冨　快人 オクトミ カイト

極真拳武會　城南武蔵新城支部　4級　145㌢　40㌔　11歳

元制会　2級　145㌢　37㌔　12歳

極真拳武會　長原・石川台支部　134㌢　29㌔　12歳

極真会館浜井派 草加支部　1級　159㌢　46㌔　12歳

村椿道場　3級　145㌢　35㌔　12歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　3級　138㌢　33㌔　11歳

実戦武道空手　武心塾　4級　139㌢　36㌔11歳

極真拳武會　埼京・城北支部　5級132㌢31㌔　12歳

小学6年男子上級　表彰4名　本戦1分30秒　延長1分30秒　体重3㌔　再延長1分30秒

実戦空手　大場道場　8級　141㌢　36㌔　12歳

実戦武道空手　武心塾　4級　163㌢　61㌔　12歳

極真拳武會　目黒江東支部　4級　162㌢　42㌔　11歳

昭誠会　1級　147㌢　40㌔　12歳

極真会館浜井派 草加支部　1級　146㌢　38㌔　12歳



319 濱津　秀弥 ハマツ　フミヤ

C33

320 小澤　隼人 オザワ　ハヤト

C41

321 石井　成馬 イシイ　ジョウマ

C34

322 加藤　幸芽 カトウ　コウガ

C45

323 染谷　蓮 ソメヤ　レン

C35

324 渡辺　圭二朗 ワタナベ　ケイジロウ

C42

325 桜井　日向 サクライ　ヒュウガ

C36

326 鹿島　大世 カシマ タイセイ
C30

327 奥冨　悠人 オクトミ　ユウト
C47

328 矢作　瑚々朗 ヤハギ　ココロウ

C37

329 佐々木　剛 ササキ　ゴウ

C43

330 黒神　智朗 クロカミ トモロウ

C38

331 廣瀬　大翔 ヒロセ　ヤマト

C46

332 萩原　千明貴 ハギワラ チアキ

C39

333 近藤　佑哉 コンドウ ユウヤ

C44

334 正木　泰良 マサキ　タイラ

C40

335 千島　陸生 チシマ　リク
C31

336 大塚　一惺 オオツカ　イッセイ

　Machida Karate Saitama  3級　160㌢　50㌔　12歳

空手道修志会　黒帯　176㌢　63㌔　13歳

実戦武道空手　武心塾　4級　159㌢　63㌔　12歳

極真拳武會　埼京・城北支部　3級　165㌢　44㌔　13歳

世界総極真 志優会　6級　157㌢　57㌔　13歳

摯風塾　1級　168㌢　52㌔　13歳

極真拳武會　川崎元住吉支部　1級　142㌢　32㌔　13歳

空手道修志会 　黒帯　168㌢　57㌔　13歳

元制会　2級　159㌢　54㌔　13歳

極真拳武會　城南品川支部　7級　150㌢　35㌔　13歳

飛馬道場　5級　139㌢　39キロ　12歳

石島道場　6級　160㌢　56㌔　13歳

極真舎 総本部道場　1級　157㌢　55㌔　12歳

中学1年男子　　表彰4名　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　埼京・城北支部　1級　150㌢　50㌔　12歳

Machida Karate Saitama　1級　161㌢　45㌔　13歳

極真拳武會　城南品川支部　1級　163㌢　58㌔　13歳

飛馬道場　5級　162㌢　53㌔　13歳

世界総極真　武颯会　5級　144㌢　32㌔　12歳



・中学２・３年男子　・中学1年女子

・中学２・３年女子　・高校男子

・壮年上級　・壮年初級

・一般 初級/中級/上級/女子

D
午後の部



337 山口　陸 ヤマグチ リク

D1

338 鈴木　聡一郎 スズキ　ソウイチロウ

D5

339 羽賀　壮汰 ハガ  ソウタ

D2

340 中島　燎 ナカジマ　リョウ

341 小谷　苺楓 コタニ　マイカ

D3

342 日髙　帆風 ヒダカ　ホノカ

343 本田　優希菜 ホンダ　ユキナ

D4

344 木村　美羽 キムラ　ミハネ

345 宮崎　太史 ミヤザキ　タイシ

D6

346 中村　公亮 ナカムラ コウスケ
D8

347 月本　将太郎 ツキモト ショウタロウ

極真拳武會　五反田・中延支部　1級　172㌢　61㌔　16歳

元制会　2級　173㌢　56㌔　16歳

予備

極真拳武會　目黒江東支部　1級　174㌢　75㌔　17歳

世界総極真 志優会　6級　152㌢　38㌔　12歳

摯風塾　4級　154㌢　42㌔　13歳

中学２・３年女子上級  表彰1名 本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

飛馬道場　2級　161㌢　53㌔　15歳

極真会館浜井派 草加支部　1級　155㌢　49㌔　13歳

高校男子上級 　　表彰1名　本戦2分 延長2分 体重3㌔　再延長2分

中学1年女子　表彰1名　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

中学２・３年男子上級 表彰2名 本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔ 再延長1分30秒

昭誠会　1級　165㌢　48㌔　13歳

極真拳武會　平和島支部　4級　160㌢　53㌔　13歳

極真会館浜井派 草加支部　4級　180㌢　65㌔　13歳

世界総極真 埼玉橋本道場　2級　169㌢　56㌔　13歳



348 本間　康彰 ホンマ　ヤスアキ

D11

349 白銀　湖人 シロガネ　ミズト

D15

350 佐伯　仁司 サエキ　ヒトシ

D12

351 中野　雄介 ナカノ　ユウスケ

D19

352 竹田　裕也 タケダ　ユウヤ

D13

353 中島　順 ナカジマ　ジュン

D16

354 服部　宏司 ハットリ　コウジ

D14

355 山本　忍　 ヤマモト　シノブ
D10

356 渡辺　渡 ワタナベ　ワタル

357 前田　信一 マエダ　シンイチ

D7

358 岩永　直之 イワナガ　ナオユキ

D９

359 中原　洋一 ナカハラ　ヨウイチ

壮年初級 　表彰4名 本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　川崎元住吉支部　7級　172㌢　66㌔　44歳

実戦空手　大場道場　6級　172㌢　68㌔　45歳

極真拳武會　千鳥有明支部　6級　175㌢　85㌔　37歳

極真会館浜井派 草加支部　7級　178㌢　77㌔　45歳

極真拳武會　さいたま浦和支部　9級　162㌢72㌔　36歳

極真拳武會　千鳥有明支部　6級　178㌢　64㌔　41歳

極真会館浜井派 草加支部　9級　168㌢　70㌔　48歳

実戦空手　大場道場　8級　163㌢　75㌔　41歳

極真会館 浜井派 東京本部　7級　168㌢　83㌔　48歳

壮年上級  表彰1名　本戦1分30秒 延長1分30秒 体重3㌔　再延長1分30秒

極真拳武會　五反田・中延支部　3級　175㌢　73㌔　46歳

極真拳武會　千鳥有明支部　1級　167㌢　61㌔　46歳

極真拳武會　城南世田谷支部　黒帯　166㌢　65㌔　63歳



360 岡　瑞樹 オカ　ミズキ

D17

361 山根　啓明 ヤマネ ヒロアキ

362 山川　卓矢 ヤマカワ　タクヤ

D18

363 佐竹　拓実 サタケ　タクミ

371 阪井　由佳 サカイ　ユカ

D20

372 米山　咲絵 ヨネヤマ サキエ

一般女子　表彰1名　本戦2分、延長2分、体重3㌔、再延長2分

極真拳武會　千鳥有明支部　1級　180㌢　68㌔　36歳

総極真志優会  5級　162㌢　61㌔

一般初級　表彰1名　本戦2分、延長2分、体重3㌔、再延長2分

極真舎 総本部道場　8級　166㌢　80㌔　22歳

世界総極真　武颯会　10級　172㌢　62㌔　21歳

一般中級　表彰1名 本戦2分、延長2分、体重3㌔、再延長2分

極真拳武會　城南品川支部　3級　180㌢　100㌔　26歳

極真拳武會　城南品川支部　4級　176㌢　61㌔　21歳



364 渡邉　謙人 ワタナベ　ケント D26

　　3位決定戦
D21

365 猿谷　健太郎 サルヤ　ケンタロウ

D24

366 佐竹　泰典 サタケ　ヤスノリ

D22

367 大熊　誠也 オオクマ セイヤ

D27

368 菊地　昇吾 キクチ　ショウゴ

D23

369 城　祐治郎 ジョウ　ユウジロウ

D25

370 椎橋　理樹 シイバシ　リキ

極真拳武會　千鳥有明支部　黒帯　178㌢　70㌔　39歳

世界総極真　武颯会　黒帯　171㌢　72㌔　21歳

（予備）

一般男子上級クラス  入賞3名　本戦2分、延長2分、体重3㌔、再延長2分

極真拳武會　城南品川支部　黒帯　180㌢　85㌔　45歳

極真拳武會　五反田・中延支部　2級　166㌢　63㌔　39歳

世界総極真　武颯会    2級　170㌢　67㌔　33歳

空手道修志会　黒帯　174㌢　80㌔　21歳

極真拳武會　埼京・城北支部  黒帯　178㌢　70㌔　28歳



拳武チャレンジ空手道選手権大会実行委員会


