
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年５月９日（日）　別府アリーナ

＜初中級クラス＞
ク　　　　　ラ　　　　　ス 氏　　　名 道　場　名

優　勝 石　田　　　　　力 魁

準優勝 白　石　　彩　華 一進会

優　勝 藤　原　　昂　大 空會館

準優勝 森　　　　　穂　高 森道場

３　位 塚　本　　珀　弓 秋岡塾

優　勝 甲　斐　　悠　真 神義会

準優勝 松　下　　柊　翔 暁

３　位 石　田　　　　　守 魁

小学１年初中級女子の部 優　勝 仮　屋　　望　愛 桜神會館

優　勝 古　賀　　　　　湧 勇征会

準優勝 酒　井　　湧　雅 勇征会

３　位 栗　山　　碧　晴 かんねの会

３　位 奥　村　　彪之助 芦原会館・大分臼津支部

優　勝 後　藤　　琳太郎 勇征会

準優勝 吉　賀　　　　　禅 勇征会

３　位 村　上　　煌　心 心塾

３　位 志　波　　奏　祐 統心會

優　勝 田　代　　琳太郎 七生会

準優勝 福　田　　龍　輝 桜神會館

優　勝 浦　田　　七　斗 龍王塾．

準優勝 田　中　　琉　乙 真武道塾

３　位 佐　藤　　隆　成 勇征会

３　位 福　井　　豪　真 中山道場

小学４年初級女子の部 優　勝 永　田　　心　音 侍道志 格闘塾

優　勝 宮　崎　　　　　心 誠拳道会館

準優勝 磯　嵜　　乙　華 烈士會

優　勝 御手洗　　忠　斗 琉極舘

準優勝 末　永　　瑛　二 魁

３　位 小　山　　泰　芽 芦原会館・南関支部

優　勝 遠　藤　　優　仁 勇征会

準優勝 藤　崎　　颯　太 一道会

３　位 市　山　　璃來斗 統心會

３　位 鈴　木　　優　真 勇征会

優　勝 河　内　　美　空 秋岡塾

準優勝 門　川　　梨　沙 かんねの会

小学４年中級女子の部

小学５年初級男子の部

小学５年中級男子の部

第１３回統一全日本空手道選手権大会

小学２年初中級男子の部

小学１年初中級男子の部

小学３年初中級男子の部

小学４年中級男子の部

幼年　年少・年中男女混合の部

幼年　年長男女混合の部

小学４年初級男子の部

小学５年初級女子の部



優　勝 曽　我　　快　叶 勇征会

準優勝 磯　嵜　　　　　晄 烈士會

３　位 竹　下　　崚　千 烈士會

小学６年初級女子の部 優　勝 古小路　　瑠　華 一道会

小学６年中級女子の部 優　勝 山　田　　聖　姫 極真会館・中村道場 延岡支部

中学生初級男子の部 優　勝 榎　　　　麟太郎 かんねの会

優　勝 森　田　　隆　嗣 勇征会

準優勝 井　上　　叶　翔 神義会

優　勝 石　神　　　　　陽 極真会館・中村道場 延岡支部

準優勝 奥　村　　愛　良 芦原会館・大分臼津支部

＜一般クラス＞
ク　　　　　ラ　　　　　ス 氏　　　名 道　場　名

一般女子50㎏以上の部 優　勝 田　渕　　涼　香 拳聖塾

一般男子　初中級65㎏未満の部 優　勝

優　勝 田　渕　　神　太 拳聖塾

準優勝 藤　本　　雄之輔 有真会

＜選抜クラス＞
ク　　　　　ラ　　　　　ス 氏　　　名 道　場　名

優　勝 穴　見　　紀　宝 秋岡塾

準優勝 松　尾　　帆乃弥 拳栄会館

優　勝 松　尾　　陽　汰 統心會

準優勝 藤　原　　熙　乃 空會館

３　位 田　嶋　　　　　梓 武煌会館

３　位 今　吉　　輝　大 志誠會

小学１年女子の部 優　勝 小　野　　絆　菜 武煌会館

優　勝 佐　藤　　太　陽 武煌会館

準優勝 横　田　　　　　樹 一進会

３　位 野　瀬　　喜　平 正樹道場

優　勝 冨　永　　愛優凜 礼仁會

準優勝 井　筒　　幸　希 拳栄会館

３　位 松　尾　　美杏乃 拳栄会館

優　勝 松　川　　仁　哉 勇征会

準優勝 伊　東　　天　虎 勇征会

３　位 仮　屋　　翔　織 桜神會館

優　勝 森　本　　洸　樹 統心會

準優勝 奈　須　　寿希也 帝誠会

３　位 児　玉　　勇　吹 侍道志 格闘塾

３　位 石　川　　恵　叶 龍士會

小学３年男子27㎏以上の部

小学３年男子27㎏未満の部

小学６年中級男子の部

小学２年男子の部

幼年男子の部

小学１年男子の部

一般男子 上級65㎏未満の部

中学生中級男子の部

中学生初級女子の部

小学２年女子の部



優　勝 柿　原　　芽衣奈 圏彗會

準優勝 有　田　　美　虹 龍士會

３　位 髙　着　　心　海 誠武塾

３　位 横　田　　絆　生 一進会

優　勝 森　　　　　大　翔 勇征会

準優勝 山　本　　和　輝 統心會

３　位 佐　藤　　嘉　倉 勇征会

３　位 土　井　　蓮　翔 志誠會

優　勝 藤　原　　快　吏 空會館

準優勝 湯　川　　幸　葉 烈士會

３　位 森　枝　　大　葵 勇征会

３　位 安　達　　虎　珂 成心會・福岡支部

優　勝 髙　橋　　ひまり 武煌会館

準優勝 中　村　　吏　杏 新誠會

３　位 羽　根　　凪　咲 深野道場

優　勝 壽　崎　　瑚　々 桜神會館

準優勝 田　尻　　鈴　果 真闘塾・高千穂支部

優　勝 吉　田　　　　　湊 勇征会

準優勝 岸　川　　竜之介 統心會

３　位 浅　野　　清　雅 勇征会

３　位 長　尾　　晃　誠 勇征会

優　勝 山　本　　琉士郎 中山道場

準優勝 野　口　　大　和 拳栄会館

３　位 湯　川　　芽　生 烈士會

優　勝 山　田　　　　　天 統心會

準優勝 谷　　　　　愛　璃 烈士會

３　位 上　甲　　麻那美 真武道塾

３　位 木　村　　優　那 中山道場

小学５年女子35kg以上の部 優　勝 景　山　　鈴音捺 勇征会

優　勝 荒　田　　陽　向 圏彗會

準優勝 平　川　　拓　夢 勇征会

３　位 西　野　　信次郎 桜塾

３　位 梅　崎　　友　暉 拳栄会館

優　勝 平　尾　　太　一 桜塾

準優勝 宮　本　　颯　冴 芦原会館・南関支部

３　位 福　井　　駿　汰 中山道場

３　位 　 　

小学５年生男子35kg以上の部

小学４年男子30kg未満の部

小学４年男子30kg以上の部

小学５年男子35kg未満の部

小学４年女子30kg未満の部

小学４年女子30kg以上の部

小学３年女子の部

小学５年女子35kg未満の部

小学６年男子40㎏未満の部

小学６年男子40㎏以上の部



優　勝 小野寺　　朱雀奈 無限塾

準優勝 柴　生　　　　　諒 飛心会

３　位 西　山　　　　　楓 統心會

３　位 来　島　　心　華 慧昇會

優　勝 釘　宮　　咲千華 勇征会

準優勝 竹　下　　　　　惺 烈士會

３　位 中　村　　真理乃 誠拳道会館

優　勝 穴　見　　元　紀 秋岡塾

準優勝 谷　       海　璃 烈士會

３　位 石　神　　　　　吟 極真会館・中村道場 延岡支部

３　位 志　波　　奏　杜 統心會

優　勝 小田島　　悠　翔 中山道場

準優勝 大　野　　耀　立 侍道志 格闘塾

３　位 山　田　　琉　生 極真会館・中村道場 延岡支部

３　位 舛　田　　大　起 一進会

優　勝 後　藤　　　　　絆 勇征会

準優勝 竹　中　　隼　斗 正道会館・大分支部

優　勝 西　山　　空　那 空會館

準優勝 田　中　　優　瀬 誠武塾

３　位 木　村　　香　音 中山道場

３　位 溝　渕　　紗　椰 志誠會

中学１年女子43㎏以上の部 優　勝 川　中　　　　　優 龍王塾．

優　勝 宮　﨑　　鷹　斗 勇征会

準優勝 三井所　　大　地 真道會

３　位 濵　田　　健　太 一道会

３　位 来　島　　志　成 慧昇會

優　勝 大　城　　亜　舟 誠武館

準優勝 有　田　　空　矢 龍士會

３　位 白　木　　礼　音 天翔塾

３　位 竹　下　　時　人 烈士會

優　勝 井　上　　舜　矢 秋岡塾

準優勝 石　田　　虎　琉 拳真流チームアキラ

３　位 大　隈　　直　人 慧昇會

３　位 永　田　　颯　汰 侍道志 格闘塾

中学２～３年男子57㎏未満の部

中学２～３年男子57kg以上の部

中学２～３年男子47㎏未満の部

中学１年男子42㎏未満の部

中学１年男子52㎏未満の部

中学１年男子52㎏以上の部

中学１年女子43㎏未満の部

小学６年女子40kg未満の部

小学６年女子40kg以上の部



優　勝 穴　見　　咲　夢 琉極舘

準優勝 小　野　　珠　菜 武煌会館

３　位 村　田　　心　美 中山道場

優　勝 秦　　　　　愛　穂 飛心会

準優勝 土　橋　　せ　ら 飛心会

３　位 福　﨑　　ひなの 天翔塾

３　位 田　端　　乙　寧 志逞會

優　勝 奥　津　　いおり 勇征会

準優勝 角　野　　真　穂 勇征会

３　位 矢　田　　心　夏 下松格闘技クラブ勇気会

優　勝 三井所　　太　陽 真道會

準優勝 吉　永　　　　　昂 侍道志 格闘塾

３　位 藤　江　　　　　礼 烈士會

優　勝 武　田　　光　生 至道会館

準優勝 髙　橋　　惺　哉 慧昇會

３　位 西　山　　元　蔵 統心會

優　勝 八　代　　泰　一 誠龍門

準優勝 木　林　　撞　弥 深野道場

高校女子48㎏未満の部 優　勝 来　島　　彩　華 慧昇會

高校女子55㎏未満の部 優　勝 永　田　　桃　華 侍道志 格闘塾

優　勝 小　野　　紫　菜 武煌会館

準優勝 原　田　　柚　優 岩見道場

高校男子70㎏以上の部

高校女子55㎏以上の部

高校男子70㎏未満の部

中学２～３年女子50㎏未満の部

中学２～３年女子50㎏以上の部

高校男子60㎏未満の部

中学２～３年女子43㎏未満の部


