
第10回全日本総合空手道選手権大会大会結果（上級）

カテゴリー

上級　幼児男子 内田　裕隆 極真拳武會さいたま浦和 滝本　凉大 極真拳武會さいたま浦和

上級　小学１年男子 青木　琉亜 空會館 小林　治真 実践空手道　佐々木道場 鬼塚　浩人 我流空手道北斗會ふじみ野 成田　龍伍 KWF極真会館

上級　小学２年男子 山口　礼亜 KWF極真会館 兜森　翔海 空會館 呉　彦澤 極真拳武會さいたま浦和 岩﨑　日向汰 白蓮会館湘南鎌倉

上級　小学３年男子２７㎏未満 稲垣　銀河 JKK聖拳武館 野瀨　喜平 正樹道場 瀨在　健介 新極真会　栃木 牧野　悠生 髙橋塾

上級　小学３年男子27㎏以上 礒部　礼 空手道無限勇進会 沼田　康誠 空手道無限勇進会 逸見　新 空手道四葉会 佐藤　琉海 極真浜井派足立選手會

上級　小学４年男子３０㎏未満 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和 中村　隼翔 極真拳武會さいたま浦和 白井　董理 志高会館 丸島　乎惺 志高会館

上級　小学４年男子３０㎏以上 佐藤　絆太 白蓮会館湘南鎌倉 塩川　懸唯 極真拳武會さいたま浦和 藤原　一歩 KWF極真会館 藤原　千空 KWF極真会館

上級　小学５年男子３５㎏未満 岡本　東真 極真拳武會さいたま浦和 林田　頼人 桜琳塾 小野　暖馬 極真拳武會さいたま浦和 稲垣　頼雅 JKK聖拳武館

ベスト8 白井　彪萬 志高会館 橋本  大和 安斎道場福島県本部 石躍　健人 志高会館 東　信輝 新格闘技柔空手　新誠會

上級　小学５年男子３５㎏以上 田中　一誠 光誠会 松本　常 桜琳塾 幸村　アレックス　海人 KWF極真会館 山澤　凛太郎 白蓮会館東京墨田

上級　小学６年男子４０㎏未満 山口　叶来也 武立会館 冨田　瑛心 桜塾 坪井　夏海 誠真会館 町田　心大朗 極真拳武會さいたま浦和

上級　小学６年男子４０㎏以上 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 鈴木　猛 黎明会館 山本　琉士郎 空手道中山道場 齋藤　志貴 極真拳武會蒲田

上級　中学１年男子４２㎏未満 小泉　そら 飛馬空手飛馬道場 岸本　旺志郎 空手道中山道場 鈴木　騎士 桜塾 山下　颯志郎 新極真会川崎東湘南

上級　中学１年男子５２㎏未満 加藤　陽生 空會館 小岩井　咲空 桜琳塾

上級　中学１年男子５２㎏以上 長谷川　凰星 空手道無限勇進会 高橋　太朗 北斗會さいたま 福井　駿汰 空手道中山道場 奈良　蒼仁 光誠会

上級　中学２～３年男子４７㎏未満 桐原　歩夢 世界闘英館空手道 木村　壮志 武立会館 河内　琉汰郎 秋岡塾 藤澤　空彌 桜塾

上級　中学２～３年男子５７㎏未満 小野寺 龍亮 水滸會無限塾札幌 各務　壮祐 極真浜井派愛知石川道場 笹山　優太 ジャパン カラテキッズ クラブ 岩野　歩夢 空手道中山道場

上級　中学２～３年男子５７㎏以上 中村　海晴 桜塾 小熊　幸明 極真拳武會さいたま浦和

上級　高校男子６０㎏未満 中島　暖 空手道中山道場 氏原　陸登 桜塾

上級　高校男子７０㎏未満 齋藤　桜舞 極真拳武會さいたま浦和 小熊　宗明 極真拳武會さいたま浦和

上級　高校男子７０㎏以上 清水　怜央 白蓮会館湘南鎌倉 石崎　渉修 我流空手道北斗會本部

上級　幼年女子 張　昀煕 極真空手道忍會熊谷

上級　小学１年女子 加藤　ひかり 極真拳武會さいたま浦和

上級　小学２年女子 松本　怜來 新極真会　栃木 齋藤　絵奈 極真拳武會蒲田 石田　珠季 空手道無限勇進会 柳川　十希 極真拳武會さいたま浦和

上級　小学３年女子 角田　ひより 飛馬空手飛馬道場 五十嵐　唯郁 新格闘術五十嵐道場 中島　妃音 空會館 島津　維愛 大鹿道場

上級　小学４年女子３０㎏未満 齋藤　愛佳 我流空手道北斗會ふじみ野 佐藤　有亜 下松格闘技クラブ　勇気会

上級　小学４年女子３０㎏以上 小林　愛奈 我流空手道北斗會ふじみ野

上級　小学５年女子３５㎏未満 福島　古都 義和流拳法 中島　初椛 空會館

上級　小学５年女子３５㎏以上 熊谷　凜 光誠会 栗原　里桜 正伝流空手道中村道場 伊藤　千愛 誠真会館 伊藤　凜 義和流拳法

上級　小学６年女子４０㎏未満 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会 岩崎　羽那 岩崎空手

上級　小学６年女子４０㎏以上 岡安　咲歩 我流空手道北斗會本部 西村　七海 七海会

上級　中学１年女子４３㎏未満 田中　杏 我流空手道北斗會本部 吉岡　帆宙姫 我流空手道北斗會本部 小野寺 朱雀奈 水滸會無限塾札幌 本田　莉子 誠真会館

上級　中学１年女子４３㎏以上 長塚　唯 桜琳塾 鵜澤  帆波 空手道無限勇進会 中村　奏凪 極真拳武會平和島 本田　夏 宮本道場

上級　中学２～３年女子４３㎏未満 福島　千代 極真拳武會さいたま浦和 西山　空那 空會館

上級　中学２～３年女子５０㎏未満 三ヶ島　小夏 空手道無限勇進会 松園　凜 実践空手道　佐々木道場

上級　中学２～３年女子５０㎏以上 梅村　心菜 水滸會丈夫塾 石塚　璃音 髙橋道場

上級　高校女子５５㎏未満 藤井　彩心 空手道中山道場

上級　高校女子５５㎏以上  石綿　千乃 極真礼心會 

優勝 準優勝 ３位



第10回全日本総合空手道選手権大会結果表（初心・初級・OYAJI)

カテゴリー

初心　幼児年少年中男女混合 佐々木　皓雅 国際総合武道拳気道会 岩瀬　立 空手道中山道場

初心　幼児年長男女混合 松本　陽琥 新極真会　栃木 米川　勇輝 国際空手道研究会連盟拳友会 飯泉　璃紅 空手道中山道場 髙玉　連之介 極真拳武會さいたま浦和

初心　小学１年男女混合 飛田　和玖 桜塾 福井　環太朗 星和会館 橋本　誠 極真拳武會さいたま浦和 磯川　紘人 武将會本部道場

初心　小学２年男子 岩本　一輝 SKC武心館 三村　忠親 空手道秀空会 大港　悠 佛生舘道場 早川　煌之助 武将會本部道場

初心　小学２年女子 豊田　奈桜 極真坂本益子道場 石川　結愛 極真坂本益子道場

初心　小学３年男子 飛田　鉄生 桜塾 高橋　湊 白蓮会館湘南鎌倉 森　悠雅 髙橋道場 生稲　奏人 空手道中山道場

初心　小学４年男子 畑井　育眞 武心会 西川　和輝 武将會本部道場 岩元　悠輝 宮城空手道北峰会足立 豊田　悠聖 極真坂本益子道場

初心　小学３～４年女子 羽田　結咲 空手道中山道場 樋口　希采音 松栄塾 長田　あいり 武心会 高橋　令奈 空手道中山道場

初心　小学５年男子 鈴木　星空 空手道氏家塾 渡邊　友介 Go-up 齊藤　華琉 空手道中山道場 金子　竜也 国際空手道拳聖塾

初心　小学６年男子 宮西　琉聖 新極真会栃木 門井　柊斗 Go-up

初心　小学５～６年女子 井上　かれん 空手道中山道場 高橋　奈々 空手道中山道場 佐々木　陽梨 国際総合武道拳気道会 大塚　舞 極真坂本益子道場

初心　中学生男女混合 井上　嘉月 岩崎空手 島田　大輝 岩崎空手

初級　幼児男女混合 永井　葵人 極真拳武會さいたま浦和

初級　小学１年男女混合 根岸　良空 佛生舘道場 古川　碧龍 極真空手道忍會ふじみ野本部 榎本　祐亮 白蓮会館湘南鎌倉 大友　陽月 国際総合武道拳気道会

初級　小学２年男女混合 石﨑　史織 国際総合武道拳気道会 大平　匠真 游藝館 上村　友次朗 極真拳武會さいたま浦和 庄子　諒助 国際総合武道拳気道会

初級　小学３年男子 濵田　乾介 髙橋道場 大平　和道 游藝館 横家　翔太 一狼塾 武田　睦希 空手道中山道場

ベスト8 高野　麻虎 Go-up 大友　惟吹 国際総合武道拳気道会 渡辺　唯斗 游藝館 クアルトロー　太陽 国際総合武道拳気道会

初級　小学４年男子 藤咲　克己 髙橋道場 森　健太朗 国際総合武道拳気道会 久保　翔大 游藝館 山本　竜勢 白蓮会館湘南鎌倉

初級　小学３～４年女子 木梨　結芽 空手道中山道場 藤枝　梨乃 游藝館 君山　美宙 空手道中山道場 今泉　心玖 空手道中山道場

初級　小学５年男子 滝澤　暁斗 宮本道場 佐藤　明樹 国際総合武道拳気道会 今関　丞 佛生舘道場 間瀬　翔太 国際総合武道拳気道会

初級　小学６年男子 鈴木　忠勝 真士会 内藤　光玖斗 空手道中山道場 中山　蓮希 空手道中山道場 田中　幸風 桜塾

初級　小学５～６年女子 クアルトロー　愛生楽 国際総合武道拳気道会 藤原　彩夢 極真拳武會さいたま浦和 岡野　芽衣 空手道中山道場 松浦　里保 国際総合武道拳気道会

初級　中学生男子 菊田　将英 国際総合武道拳気道会 小松崎　聖 日本空手道拳翔館

初級　中学生女子 金子　愛美 国際空手道拳聖塾 坂口　玲那 空手道中山道場

初級　一般男子 落合　兼義 武立会館 小田島　飛鳥 日本空手道拳翔館 川崎　拓人 空手道無限勇進会千葉学芸高校空手部 藤田　徹 実戦空手道峯岸道場

初級　一般女子 栗田　日和 古河空手道  武空会

OYAJI　ヤングマスターズ（４０～４４歳） 山本　幸司 武立会館 木下　康夫 誠真会館

OYAJI　マスターズ（４５～４９歳） 渡邊　将士 武立会館 小林　史憲 空手道　錬修會 角山　弘 新極真会　栃木 小林　寛明 空手道MAC 江戸川道場

OYAJI　グランドマスターズ（５０～５４歳） 髙橋　和久 髙橋道場 阿部　英明 桜塾 大貫　昭仁 髙橋道場 石黒　紀之 武立会館

OYAJI　キングマスターズ（５５～５９歳） 酒井　充 光誠会 水野　高良 KWF極真会館

OYAJI　ロイヤルマスターズ（６０～６５歳） 諏訪　慶二 古河空手道  武空会

最優秀選手 中島　暖 空手道中山道場

優秀選手賞 濵田　乾介 髙橋道場

優勝 準優勝 3位


