
第14回全関東空手道大会結果  2019年6月2日（日）

優勝 準優勝 3位 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
井上 豪 小岩井 咲我
光誠会 桜琳塾

小学1年男女混合 中村 隼翔 関 要羽  佐藤 周和樹 杉村 日茉莉 島田 和輝 関 泰人 上村 優真 佐藤 裕可
初級 義和流拳法 古河空手道クラブ 極真坂本栃木益子 拳友会中山道場 極真坂本栃木大平 古河空手道クラブ 古河空手道クラブ 極真坂本栃木

小学1年男女混合 ☆中村 琉惺 ☆渋谷 維吹
上級 拳武会さいたま浦和 空手道無限勇心会

小学2年男女混合 柳田 ⻯都 伊藤 凜 前田 海斗 松澤 希夢
初級 一狼塾 義和流拳法 一狼塾 白蓮会館東京墨田

小学2年男女混合 髙野 花菜子 深谷 莉愛
中級 拳友会中山道場 波立塾

小学2年男女混合 ☆松本 常 ☆林田 頼人 ☆八木沢 実琴 ☆渡邉 蒼生
上級 桜琳塾 桜琳塾 極真坂本栃木大田原 光誠会

小学3年男女混合 上村 海翔 加藤 旺介 渡邉 淳己 小山内 恵太
初級 義和流拳法 極真坂本栃木益子 極真坂本栃木大田原 極真坂本栃木大平

小学3年男女混合 小田島 凜久 ⼾田 ⽔蓮 濱田 響輝 梶原 旅人
中級 拳友会中山道場 光誠会 結城空手クラブ 士衛塾山梨

小学3年男女混合 ☆渋谷 優河 ☆鈴木 海偉 ☆秋葉 ⻯之介 ☆堀 鉄生
上級 空手道無限勇心会 空手道無限勇心会 空手道無限勇心会 士衛塾

小学4年男子 渡邉 暖己 渡邉 雅己
初級 極真坂本栃木上三川 極真坂本栃木上三川

小学4年男子 杉渕 敬人 林 寿陽 星野 輝成 福嶋 同人 宮下 聖矢 岸本 旺志郎 谷内 皓 森谷 颯
中級 極真東京都佐藤道場 極真坂本栃木 一狼塾 極真埼玉木村 士衛塾山梨 拳友会中山道場 義和流拳法 極真宮城県本部

小学4年男子 ☆冨山 絢翔 ☆佐久間 陸翔 ☆岡山 月輝 ☆熊谷 莉希
上級34㎏未満 拳友会中山道場 極真埼玉木村 白蓮会館東京墨田 極真東京都佐藤道場
小学4年男子 ☆⻑谷川 鳳星
上級34㎏以上 空手道無限勇心会
小学4年女子 山口 優和 石井 莉央

初中級 極真坂本栃木大田原 萩原塾野原道場
小学4年女子 ☆堀本 穂稀 ☆鵜澤 帆波
上級34㎏未満 心温塾 空手道無限勇心会
小学4年女子 ☆⻑塚 唯
上級34㎏以上 桜琳塾

幼児年⻑男女混合

☆大川 竣亮（極真坂本栃木佐野）  ☆小岩井 咲音（桜琳塾）

☆大野 愛善（心温塾）  ☆吉田 大我（極真坂本真岡）  ☆花香 耀磨（極真埼玉木村）

☆金久保 苺星（非公開）  ☆中村 碧葉（極真北川道場）

☆針谷 奈花（非公開）

☆印は全日本出場権獲得者
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小学5年男子 ⻄澤 眞 髙山 蒼悟  佐藤 陽輝 熊谷 彰人

初中級 士衛塾 拳友会中山道場 極真坂本栃木 一狼塾
小学5年男子 ☆門馬 凛志 ☆加藤 悠世 ☆岡村 奏洋 ☆中村 啓汰 高村 子浩 今村 大楽 林 寿海  江口 幸太
上級38㎏未満 拳武会さいたま浦和 拳友会中山道場 一狼塾 拳武会さいたま浦和 空手道無限勇心会 極真埼玉木村 極真坂本栃木 空手道無限勇心会
小学5年男子 ☆細内 大翔 ☆鈴木 琉世 ☆山本 貫太 ☆⼾田 龍⽔
上級38㎏以上 極真坂本栃木大平 至真会館 極真坂本金町 光誠会
小学5年女子 高野 芽衣子

初中級 拳友会中山道場
小学5年女子 ☆小早川 凜 ☆加古 琴心
上級38㎏未満 士衛塾 極真坂本金町
小学5年女子 ☆片柳 美咲
上級38㎏以上 極真坂本栃木大平
小学6年男子 柴山 琥太郎 藤倉 康誠

初級 極真坂本栃木真岡 極真坂本栃木足利
小学6年男子 ☆山中 一成 ☆飯塚 晄太朗 ☆松本 承生 ☆鈴木 健吾 竹林 春翔 小金澤 亮馬 相澤 佑太郎 ⻫藤 煌弥
上級43㎏未満 極真東京都佐藤道場 拳武会⻑原・⽯川台 極真坂本栃木 極真宮城県本部 義和流拳法 拳武会さいたま浦和 極真宮城県本部 士衛塾
小学6年男子 ☆谷口 一哉 ☆堀本 祐惺
上級43㎏以上 義和流拳法 心温塾
小学6年女子 中村 陽葵

初中級 義和流拳法
小学6年女子 ☆岩崎 純菜
上級43㎏未満 極真坂本栃木大平
中学1年男子 ☆荒 義隆 ☆⻄山 柚月 ☆清⽔ 碧韻 ☆綱野 佑斗
50㎏未満 士衛塾 士衛塾 桜琳塾 極真埼玉木村

中学1年男子 ☆花香 琢磨 ☆鈴木 斗大
50㎏以上 極真埼玉木村 極真安斎道場

中学2・3年生男子 ☆紅谷 凱 ☆野崎 凛太 ☆佐久間 大翔 ☆⼾田 龍将
55㎏未満 拳武会さいたま浦和 極真埼玉木村 極真埼玉木村 光誠会

中学2・3年生男子 ☆⻄丸 黎 ☆望月 龍人 ☆平塚 加央琉 ☆佐藤 佑星
55㎏以上 士衛塾 士衛塾山梨 一狼塾 士衛塾山梨

中学1年生女子 ☆木村 優香 ☆高橋 有沙 
47㎏未満 拳武会さいたま浦和 極真宮城県本部 ☆木村 美沙希（拳友会中山道場）  ☆岸本 乃々子（拳友会中山道場）

☆大場 孔揮（空手道無限勇心会）  ☆大野 優心（桜琳塾）

☆堀 柚希（士衛塾）  ☆⻄丸 明（士衛塾）

☆塩満 美嘉（桜琳塾）

☆山田 泰聖（士衛塾）  ☆小荷田 ⻯⾶（極真坂本栃木大平）

☆大池 暖（極真東京佐藤道場）  ☆石橋 侑季（極真埼玉今井道場）  ☆⻑島 芽香（極真坂本栃木益子）

☆印は全日本出場権獲得者
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中学1年生女子 ☆鵜澤 向日葵 ☆⼾田 ⼣渚

47㎏以上 空手道無限勇心会 桜琳塾
中学2・3年生女子 ☆藤井 彩心 ☆中野 朋恵

52㎏未満 拳友会中山道場 桜琳塾
高校1年男子 ☆木村 遼大
60㎏未満 拳武会さいたま浦和

高校1年男子 ☆田中 大翔
60㎏以上 極真浜井派東京

高校2・3年男子 ☆小林 陽人
65㎏未満 極真坂本栃木大平

高校2・3年男子 ☆五十嵐 充 ☆志賀 幸弘
65㎏以上 士衛塾 波立塾
一般女子 小林 英里香 針谷 ⾶向
52㎏未満 極真宮城県本部 （非公開）
一般女子 春山 華
52㎏以上 フルコンタクトカラテS

マスターズ41〜45歳 川井 直樹 相樂 誠
70kg未満 天心会館栃木 芦原会館須賀川

マスターズ41〜45歳 河内 隆史 上原 慎二
70kg以上 極真坂本栃木佐野 活士化武

マスターズ46〜50歳 小林 正弘 坂本 裕昭
70kg未満 秀武会荒川サークル 結城空手クラブ

マスターズ46〜50歳 鳩貝 則夫 石山 憲一
70kg以上 古河空手道クラブ 極真埼玉木村

マスターズ51歳〜 中三川 晃
63kg未満 結城空手クラブ

マスターズ51歳〜 伊藤 好正 谷中 英之
70kg未満 極真小嶋道場 極真坂本座間

マスターズ51歳〜 伊藤 龍吾
70kg以上 士衛塾山梨

☆北口 瑠杏（極真坂本栃木足利）  ☆小川 瑞樹（空手道無限勇心会）

☆⻫藤 瑠那（士衛塾）  ☆小林 直生（極真宮城県本部）

☆林 龍之介（空手道無限勇心会）  ☆渡邉 廣（拳友会中山道場）

☆増田 流星（拳友会中山道場）  ☆古川 翔成（芦原会館須賀川）

☆中野 倫華（士衛塾）  ☆星野 沙来（一狼塾）

☆今村 大和（極真埼玉木村）  ☆田中 颯（極真浜井派東京）

☆印は全日本出場権獲得者
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一般男子初級 車田 誠
70㎏未満 波立塾

一般男子中級 白石 弥
70㎏未満 中央大学拳友会

一般男子中級 大村 シンイチ
70㎏以上 極真坂本栃木真岡

一般男子上級 山畑 龍人 一杉 雄翔
65㎏未満 拳友会中山道場 極真坂本座間

一般男子上級 坂本 晴彦 中三川 貴信
75㎏未満 MAC宮前平 結城空手クラブ

一般男子上級 米田 連也
75㎏以上 極真坂本金町

☆印は全日本出場権獲得者


