
第３回武蔵野市空手道選手権大会

平成２７年５月６日（祝）１０時
武蔵野総合体育館メインアリーナ

主催　武蔵野市空手道連盟
後援　武蔵野市教育委員会
 　　　(一社)東京都空手道連盟

大　会　役　員

審判長　大竹　好文（成）　　副審判長　恩田　　斉（赤）

１コート ２コート ３コート ４コート

野口　泰成（越） 田中　貞明（道） 冨樫　章了（謙） 斉藤　正美（藤）

内田　政広（謙） 石原　澄子（昇） 瀧野さとみ（道） 茨木　　大（謙）

内田　　漢（道） 湯浅　　心（翔） 柴田　健志（尚） 新藤　美枝（道）

髙橋　　昇（昇） 相澤　　卓（謙） 松本　直喜（藤） 碓氷　勝己（尚）

川上　寿恵（赤） 波多野智也（櫻） 五十嵐　仁（成） 長澤　　聡（成）

１コート ２コート ３コート ４コート

門倉　紀子（正） 高野倉真澄（正） 下地　莉瑚（翔） 沼田　利生（翔）

石井　貴代（成） 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

審判配当表

記録主任　三谷恵美子（成）

記録員配当表

大会名誉会長

大会会長

大会参与 増田正三郎 篠田　正光 岡野　友勝

大会委員長

大会委員 北岡　恒久 冨樫　章了 斉藤　正美

髙橋　　昇 内田　政広 二村　憲治

高橋　靖幸 佐伯　哲夫 児島　圭史

西岡　達雄 小林　克己 井上　　明

大会ドクター

神田　　實

三谷　和也

野口　泰成

三谷　安恒

大河原昭司

高橋　　茂

渡辺　　稜

柴田　健志

小野　卓真

競技種別

　形競技　　　　学年別、初級・上級別

　組手競技　　　学年別、男女別

組合せ方式

　形、組手とも　身長順トーナメント

敗者戦

　緒戦で負けた選手は、敗者戦を行う、言葉は良くないが２回以上の競技練習を行う

　敗者戦は、本戦の終了直後に原則として同じコートで行うのでその場で待機すること

　

競技方法

係員入場 　８：３０

参加選手入場 　９：００

審判会議 　９：１５　～　９：４５ （３Ｆ　大会議室）

開会式 １０：００　～　１０：２５

競技（午前） １０：３０　～　１２：３０

競技（午前） １３：３０　～　１６：３０

閉会式 １７：００

（昼食休憩）

   日　　 程

○開会式

開式の辞

国旗に敬礼

開会宣言 大会委員長

会長挨拶 大会会長

来賓祝辞 土屋　正忠　先生（衆議院議員） 与座　　武　先生（市議会議員）

島崎　義司　先生（都議会議員） 高野恒一郎　先生（市議会議員）

審判長注意 審判長

選手宣誓 井上　　明（横河電機）

閉式の辞

○閉会式

開式の辞 表彰 講評 閉会宣言 閉式の辞

1コート 2コート 3コート 4コート

10:00 小学３・４年上級形 47 小学５．６年上級形 57 小学３・４年初級形 140 小学５．６年初級形 100

小学１・２年男女形 70

12:30 高校以上上級形 37 中学上級形1 76 中学以上初級形 37 中学上級形2 76

所要時間（分） 154 133 177 176

13：30 中学男子組手 147 小学１・２年男女組手 85 小学５・6年男子組手-1 90 小学５・6年男子組手-2 90

高校・一般男子組手 58 小学３・4年男子組手 140 小学５・６年女子組手 47 小学３・4年女子組手 50

16:30 中学女子組手 33 一般女子組手 27

所要時間（分） 205 225 170 167

昼休み（12：30～13：30）

日程（競技進行表）

競技進行表

競技種別

　形競技 　初級・上級で種目を分け、その上で学年別に分け（性別は混合）

  　身長順に並べて、同じ道場が当たらないように微調整（緒戦だけ） 　

　組手競技 　男女別で種目を分け（1・2年は男女混合）、その上で、

  学年順、身長順として、同じ道場の同士討ちを避けて入れ替える。

組合せ方式

敗者戦

No 種目 人数 表彰 メダル
1 小学１・２年男女形 19 ベスト4 金銀
2 小学３・４年初級形 33 ベスト8 金銀胴×２
3 小学３・４年上級形 14 ベスト4 金銀
4 小学５．６年初級形 29 ベスト8 金銀胴×２
5 小学５．６年上級形 26 ベスト8 金銀胴×２
6 中学以上初級形 18 ベスト4 金銀
7 中学上級形 38 ベスト8 金銀胴×２
8 高校以上上級形 10 ベスト4 金

No 種目 人数 表彰 メダル
9 小学１・２年男女組手 23 ベスト4 金銀
10 小学３・4年男子組手 33 ベスト8 金銀胴×２
11 小学３・4年女子組手 14 ベスト4 金銀
12 小学５・6年男子組手 44 ベスト8 金銀胴×２
13 小学５・６年女子組手 15 ベスト4 金銀
14 中学男子組手 36 ベスト8 金銀胴×２
15 中学女子組手 8 ベスト2 金
16 高校以上男子組手 31 ベスト8 金銀胴×２
17 成年女子組手 6 ベスト2 金

表彰数とメダル数が異なっていますが、次の理由でご了承下さい。
表彰数は2，4，8，16の等比数列から割り出しています。
メダル数は参加選手数のパーセンテージから割り出しています。

表　彰　数

　

競 技 方 法（続）

形、組手とも学年順、身長順を基本として組み合わせる。トーナメント方式とする

ため、2，4，8，16，32 の等比数列を越える選手数分の１回戦を行う。

　※回が進んでも端数が出れば同じ。

　緒戦で負けた選手は、敗者戦を行う、言葉は良くないが２回以上競技練習ができ

る方法を採用している。敗者戦は、本戦の終了直後に、原則として同じコートで行

うのでその場で待機すること。

　敗者戦トーナメントは、敗者数に応じて、２、３回線までに留め、奨励賞とする。
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　組手競技 　男女別で種目を分け（1・2年は男女混合）、その上で、

  学年順、身長順として、同じ道場の同士討ちを避けて入れ替える。

組合せ方式

敗者戦

No 種目 人数 表彰 メダル
1 小学１・２年男女形 19 ベスト4 金銀
2 小学３・４年初級形 33 ベスト8 金銀胴×２
3 小学３・４年上級形 14 ベスト4 金銀
4 小学５．６年初級形 29 ベスト8 金銀胴×２
5 小学５．６年上級形 26 ベスト8 金銀胴×２
6 中学以上初級形 18 ベスト4 金銀
7 中学上級形 38 ベスト8 金銀胴×２
8 高校以上上級形 10 ベスト4 金

No 種目 人数 表彰 メダル
9 小学１・２年男女組手 23 ベスト4 金銀
10 小学３・4年男子組手 33 ベスト8 金銀胴×２
11 小学３・4年女子組手 14 ベスト4 金銀
12 小学５・6年男子組手 44 ベスト8 金銀胴×２
13 小学５・６年女子組手 15 ベスト4 金銀
14 中学男子組手 36 ベスト8 金銀胴×２
15 中学女子組手 8 ベスト2 金
16 高校以上男子組手 31 ベスト8 金銀胴×２
17 成年女子組手 6 ベスト2 金

表彰数とメダル数が異なっていますが、次の理由でご了承下さい。
表彰数は2，4，8，16の等比数列から割り出しています。
メダル数は参加選手数のパーセンテージから割り出しています。

表　彰　数

　

競 技 方 法（続）

形、組手とも学年順、身長順を基本として組み合わせる。トーナメント方式とする

ため、2，4，8，16，32 の等比数列を越える選手数分の１回戦を行う。

　※回が進んでも端数が出れば同じ。

　緒戦で負けた選手は、敗者戦を行う、言葉は良くないが２回以上競技練習ができ

る方法を採用している。敗者戦は、本戦の終了直後に、原則として同じコートで行

うのでその場で待機すること。

　敗者戦トーナメントは、敗者数に応じて、２、３回線までに留め、奨励賞とする。



第３回武蔵野市空手道選手権大会

平成２７年５月６日（祝）１０時
武蔵野総合体育館メインアリーナ

主催　武蔵野市空手道連盟
後援　武蔵野市教育委員会
 　　　(一社)東京都空手道連盟

大　会　役　員

審判長　大竹　好文（成）　　副審判長　恩田　　斉（赤）

１コート ２コート ３コート ４コート

野口　泰成（越） 田中　貞明（道） 冨樫　章了（謙） 斉藤　正美（藤）

内田　政広（謙） 石原　澄子（昇） 瀧野さとみ（道） 茨木　　大（謙）

内田　　漢（道） 湯浅　　心（翔） 柴田　健志（尚） 新藤　美枝（道）

髙橋　　昇（昇） 相澤　　卓（謙） 松本　直喜（藤） 碓氷　勝己（尚）

川上　寿恵（赤） 波多野智也（櫻） 五十嵐　仁（成） 長澤　　聡（成）

１コート ２コート ３コート ４コート

門倉　紀子（正） 高野倉真澄（正） 下地　莉瑚（翔） 沼田　利生（翔）

石井　貴代（成） 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者 赤門保護者

審判配当表

記録主任　三谷恵美子（成）

記録員配当表

大会名誉会長

大会会長

大会参与 増田正三郎 篠田　正光 岡野　友勝

大会委員長

大会委員 北岡　恒久 冨樫　章了 斉藤　正美

髙橋　　昇 内田　政広 二村　憲治

高橋　靖幸 佐伯　哲夫 児島　圭史

西岡　達雄 小林　克己 井上　　明

大会ドクター

神田　　實

三谷　和也

野口　泰成

三谷　安恒

大河原昭司

高橋　　茂

渡辺　　稜

柴田　健志

小野　卓真

競技種別

　形競技　　　　学年別、初級・上級別

　組手競技　　　学年別、男女別

組合せ方式

　形、組手とも　身長順トーナメント

敗者戦

　緒戦で負けた選手は、敗者戦を行う、言葉は良くないが２回以上の競技練習を行う

　敗者戦は、本戦の終了直後に原則として同じコートで行うのでその場で待機すること

　

競技方法

係員入場 　８：３０

参加選手入場 　９：００

審判会議 　９：１５　～　９：４５ （３Ｆ　大会議室）

開会式 １０：００　～　１０：２５

競技（午前） １０：３０　～　１２：３０

競技（午前） １３：３０　～　１６：３０

閉会式 １７：００

（昼食休憩）

   日　　 程

○開会式

開式の辞

国旗に敬礼

開会宣言 大会委員長

会長挨拶 大会会長

来賓祝辞 土屋　正忠　先生（衆議院議員） 与座　　武　先生（市議会議員）

島崎　義司　先生（都議会議員） 高野恒一郎　先生（市議会議員）

審判長注意 審判長

選手宣誓 井上　　明（横河電機）

閉式の辞

○閉会式

開式の辞 表彰 講評 閉会宣言 閉式の辞

1コート 2コート 3コート 4コート

10:00 小学３・４年上級形 47 小学５．６年上級形 57 小学３・４年初級形 140 小学５．６年初級形 100

小学１・２年男女形 70

12:30 高校以上上級形 37 中学上級形1 76 中学以上初級形 37 中学上級形2 76

所要時間（分） 154 133 177 176

13：30 中学男子組手 147 小学１・２年男女組手 85 小学５・6年男子組手-1 90 小学５・6年男子組手-2 90

高校・一般男子組手 58 小学３・4年男子組手 140 小学５・６年女子組手 47 小学３・4年女子組手 50

16:30 中学女子組手 33 一般女子組手 27

所要時間（分） 205 225 170 167

昼休み（12：30～13：30）

日程（競技進行表）

競技進行表

競技種別

　形競技 　初級・上級で種目を分け、その上で学年別に分け（性別は混合）

  　身長順に並べて、同じ道場が当たらないように微調整（緒戦だけ） 　

　組手競技 　男女別で種目を分け（1・2年は男女混合）、その上で、

  学年順、身長順として、同じ道場の同士討ちを避けて入れ替える。

組合せ方式

敗者戦

No 種目 人数 表彰 メダル
1 小学１・２年男女形 19 ベスト4 金銀
2 小学３・４年初級形 33 ベスト8 金銀胴×２
3 小学３・４年上級形 14 ベスト4 金銀
4 小学５．６年初級形 29 ベスト8 金銀胴×２
5 小学５．６年上級形 26 ベスト8 金銀胴×２
6 中学以上初級形 18 ベスト4 金銀
7 中学上級形 38 ベスト8 金銀胴×２
8 高校以上上級形 10 ベスト4 金

No 種目 人数 表彰 メダル
9 小学１・２年男女組手 23 ベスト4 金銀
10 小学３・4年男子組手 33 ベスト8 金銀胴×２
11 小学３・4年女子組手 14 ベスト4 金銀
12 小学５・6年男子組手 44 ベスト8 金銀胴×２
13 小学５・６年女子組手 15 ベスト4 金銀
14 中学男子組手 36 ベスト8 金銀胴×２
15 中学女子組手 8 ベスト2 金
16 高校以上男子組手 31 ベスト8 金銀胴×２
17 成年女子組手 6 ベスト2 金

表彰数とメダル数が異なっていますが、次の理由でご了承下さい。
表彰数は2，4，8，16の等比数列から割り出しています。
メダル数は参加選手数のパーセンテージから割り出しています。

表　彰　数

　

競 技 方 法（続）

形、組手とも学年順、身長順を基本として組み合わせる。トーナメント方式とする

ため、2，4，8，16，32 の等比数列を越える選手数分の１回戦を行う。

　※回が進んでも端数が出れば同じ。

　緒戦で負けた選手は、敗者戦を行う、言葉は良くないが２回以上競技練習ができ

る方法を採用している。敗者戦は、本戦の終了直後に、原則として同じコートで行

うのでその場で待機すること。

　敗者戦トーナメントは、敗者数に応じて、２、３回線までに留め、奨励賞とする。



形競技選手名簿

小学1・2年男女形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 関原 晴海 せきはら はらみ 小１ 男 桜空山梨
2 藤崎 みなみ ふじさき みなみ 小１ 女 昇龍会
3 鈴木 豪 すずき つよし 小１ 男 正武館
4 荻原 佑弥 おぎわら ゆうや 小１ 男 正武館
5 下山 仁 しもやま じん 小１ 男 翔空手
6 鈴木 杏 すずき きょう 小２ 女 成徳会
7 川中子 琉空 かわなかこ るきあ 小２ 男 赤門
8 花島 咲蘭 はなしま さら 小２ 女 昇龍会
9 肥田野 未祈 ひだの みき 小２ 女 道志会
10 西山 大凱 にしやま たいが 小２ 男 翔雄館
11 佐藤 凛央 さとう りお 小２ 男 翔雄館
12 米川 心百乃 よねかわ みおの 小２ 女 正武館
13 夜久 こころ やく こころ 小２ 女 正武館
14 菊地 洸 きくち こう 小２ 男 正武館
15 矢ケ崎 空峨 やがさき くうが 小２ 男 謙交塾
16 福森 羚世 ふくもり りょうせい 小２ 男 謙交塾
17 杉田 彩絵 すぎた さえ 小２ 女 謙交塾
18 岡野 沙南 おかの さな 小２ 女 謙交塾
19 小林 富司 こばやし ふうじ 小２ 男 昇龍会

小学3・4年初級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 竹内 達平 たけうち たっぺい 小３ 男 成徳会
2 柴田 悠姫子 しばた ゆきこ 小３ 女 成徳会
3 中川 勇人 なかがわ はやと 小３ 男 藤和会
4 小林 隼人 こばやし はやと 小３ 男 謙交大和
5 山口 実祐 やまぐち みちひろ 小３ 男 道志会
6 小林 想 こばやし そう 小３ 男 道志会
7 保延 歩輝 ほのべ あゆき 小３ 男 翔雄館
8 大森 晴陽 オオモリ ハルヒ 小３ 男 翔雄館
9 寄田 乃愛 よりた のあ 小３ 女 正武館
10 関 峻平 せき しゅんぺい 小３ 男 正武館
11 下山 元 しもやま げん 小３ 男 翔空手
12 岡田 颯 おかだ さや 小３ 女 大和松濤
13 坂梨 晄子 さかなし こうこ 小３ 女 大和松濤
14 三谷 平蔵 みたに へいぞう 小４ 男 成徳会
15 長沢 貫太 ながさわ かんた 小４ 男 藤和会
16 刈部 涼丞 かりべ りょうすけ 小４ 男 謙交大和
17 西本 雄晴 にしもと ゆうせい 小４ 男 謙交大和
18 濱久保 昴瑠 はまくぼ すばる 小４ 男 道志会
19 吉田 真倖 よしだ まさき 小４ 男 道志会
20 村野 海翔 ムラノ カイト 小４ 男 翔雄館
21 中村 徳之介 ナカムラ  トクノスケ 小４ 男 翔雄館
22 森 哲太 もり てつた 小４ 男 正武館
23 瀬戸 遥太 せと はるた 小４ 男 正武館
24 鈴木 竜斗 すずき りゅうと 小４ 男 正武館
25 窪田 匠邑 くぼた しょう 小４ 男 高橋道場
26 春口 明日香 はるぐち あすか 小４ 女 大和松濤
27 杉田 柊斗 すぎた しゅうと 小４ 男 謙交塾
28 青木 政太 あおき せいた 小４ 男 謙交塾
29 浅香 遥音 あさか はると 小４ 男 謙交塾
30 舘花 遙季 たてはな はるき 小４ 男 謙交塾
31 藤原 竜玖 ふじわら りゅうき 小４ 男 謙交塾
32 新家　蘭 しんけ らん 小４ 女 謙交塾
33 平田 千尋 ひらた ちひろ 小４ 女 謙交塾
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形競技選手名簿

小学3・4年上級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 石井 彩 いしい あや 小３ 女 成徳会
2 半田 翔 はんだ しょう 小３ 男 赤門
3 鈴木 悠真 すずき ゆうま 小３ 男 赤門
4 中村 太耀 なかむら たいよう 小３ 男 桜空山梨
5 盛田 智太 もりた ともひろ 小３ 男 道志会
6 成澤 美咲 なりさわ みさき 小３ 女 正武館
7 尾形 美悠 おがた みひろ 小４ 女 赤門
8 田中月純姫 たなか つきひめ 小４ 女 桜空山梨
9 関原  愛 せきはら かな 小４ 女 桜空山梨
10 末次 弘和 すえつぐ ひろかず 小４ 男 神武会
11 五十嵐 愛 イガラシ マナ 小４ 女 翔雄館
12 上田 大生 うえだ たいせい 小４ 男 正武館
13 夜久 修斗 やく しゅうと 小４ 男 正武館
14 岡田 晴 おかだ はる 小４ 女 大和松濤

小学５・６年初級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 柴田 理沙子 しばた りさこ 小５ 女 成徳会
2 高橋 歩 たかはし あゆむ 小５ 男 謙交大和
3 峯尾 星太 みねお せいた 小５ 男 謙交大和
4 西田 周平 にしだ しゅうへい 小５ 男 謙交大和
5 平野 朱梨 ひらの あかり 小５ 女 謙交大和
6 加藤 彩風 かとう あやか 小５ 女 謙交大和
7 中島 隆太郎 なかじま りゅうたろう 小５ 男 道志会
8 丸山 達稀 まるやま ひろき 小５ 男 道志会
9 野川 凛音 のがわ りん 小５ 女 道志会
10 入佐 拓海 いりさ たくみ 小５ 男 正武館
11 中嶋 実成 なかじま みなり 小５ 男 正武館
12 宮田 名尊 みやた たかし 小５ 男 謙交恩方
13 八田 辰之介 はった たつのすけ 小５ 男 謙交恩方
14 窪田 悠邑 くぼた ゆう 小５ 男 高橋道場
15 細川 凌 ほそかわ りょう 小５ 男 謙交塾
16 木内 桜生 きうち おうき 小５ 男 謙交塾
17 橋本 拓也 はしもと たくや 小５ 男 謙交塾
18 福森 基生 ふくもり もとき 小５ 男 謙交塾
19 西田 雄大 にしだ ゆうだい 小６ 男 赤門
20 石井 翔貴 いしい とき 小６ 男 謙交大和
21 峯尾 樹 みねお いつき 小６ 男 謙交大和
22 小林 未美 こばやし みみ 小６ 女 謙交大和
23 吉田 翠月 よしだ みずき 小６ 女 道志会
24 山口 稀輝 ヤマグチ アヤキ 小６ 男 翔雄館
25 大森 朝陽 オオモリ アサヒ 小６ 男 翔雄館
26 成澤 功貴 なりさわ こうき 小６ 男 正武館
27 坂梨 永輝 さかなし ひさき 小６ 男 大和松濤
28 平田 雅大 ひらた まさひろ 小６ 男 謙交塾
29 青木 紗江 あおき さえ 小６ 女 謙交塾
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形競技選手名簿

小学５・６年上級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 醍醐 泉水 だいご いずみ 小５ 女 赤門
2 生田 晃 いくた あきら 小５ 男 藤和会
3 阿部 怜史 あべ れいじ 小５ 男 道志会
4 佐藤 澪威 さいとう れい 小５ 男 翔雄館
5 西元 快 にしもと かい 小５ 男 正武館
6 坂本 直哉 さかもと なおや 小５ 男 正武館
7 関 勘太郎 せき かんたろう 小５ 男 正武館
8 上野 拓海 うえの たくみ 小５ 男 大和松濤
9 石井 誠汰 いしい せいた 小６ 男 成徳会
10 長澤 慧 ながさわ けい 小６ 女 成徳会
11 佐々木 晴美 ささき はるみ 小６ 女 赤門
12 尾形 歩生 おがた あおい 小６ 男 赤門
13 半田 空 はんだ そら 小６ 男 赤門
14 鈴木 拓人 すずき たくと 小６ 男 赤門
15 野見山 龍仁 のみやま りゅうと 小６ 男 藤和会
16 濱久保 優翔 はまくぼ ゆうと 小６ 男 道志会
17 肥田野 瑛大 ひだの あきひろ 小６ 男 道志会
18 伊藤 颯星 いとう りゅうせい 小６ 男 道志会
19 川嶋 譲 カワシマ ジョウ 小６ 男 翔雄館
20 渡久地 都花 トグチ ミヤカ 小６ 女 翔雄館
21 高野倉 真央 たかのくら まお 小６ 女 正武館
22  門倉 羽音  かどくら はおと  小６  男  正武館
23 菊地 大洋 きくち たいよう 小６ 男 正武館
24 赤羽 優悟 あかばね ゆうご 小６ 男 正武館
25 伊藤 翼 いとう つばさ 小６ 男 正武館
26 岡田 朝 おかだ はじめ 小６ 男 大和松濤

中学以上初級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 三谷 凜 みたに りん 中１ 女 成徳会
2 渡 峻之輔 わたり しゅんのすけ 中１ 男 謙交大和
3 山口 果也 やまぐち かなる 中１ 男 道志会
4 下山 雅 しもやま みや 中１ 女 翔空手
5 加藤 龍一 かとう りゅういち 中３ 男 武蔵野東
6 田中 隼平 たなか しゅんぺい 一般 男 越香会
7 関屋 祐希 せきや ゆうき 一般 男 越香会
8 飯田 啓人 いいだ ひろと 一般 男 尚心会
9 細谷 佳奈子 ほそや  かなこ 一般 女 翔空手
10 山本 珠美 やまもと たまみ 一般 女 翔空手
11 片山 拓海 かたやま たくみ 一般 男 翔空手
12 塚田 裕太 つかだ  ゆうた 一般 男 翔空手
13 鴻埜 めぐみ こうの  めぐみ 一般 女 翔空手
14 佐藤 一平 さとう  いっぺい 一般 男 翔空手
15 中沢 優貴 なかざわ ゆうき 一般 男 翔空手
16 指江 彬 さしえ あきら 一般 男 翔空手
17 野口 優輝 のぐち ゆうき 一般 男 翔空手
18 池田 尚史 いけだ たかし 一般 男 翔空手
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形競技選手名簿

中学生上級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 山口 聖也 やまぐち せいや 中１ 男 桜空山梨
2 吉田 幸弘 よしだ ゆきひろ 中１ 男 藤和会
3 荒井 美奈 あらい みな 中１ 女 藤和会
4 松田 秀 まつだ しゅう 中１ 男 謙交大和
5 西田 考佑 にしだ こうすけ 中１ 男 謙交大和
6 塙 竜二 はなわ りゅうじ 中１ 男 道志会
7 野川 華音 のがわ かのん 中１ 女 道志会
8 中村 遼太郎 ナカムラ リョウタロウ 中１ 男 翔雄館
9 河野 隼也 こうの しゅんや 中１ 男 正武館
10 醍醐 建 だいご たける 中２ 男 赤門
11 窪田 修也 くぼた しゅうや 中２ 男 謙交大和
12 永峯 由子 ながみね ゆこ 中２ 女 謙交大和
13 塙 裕貴 はなわ ゆうき 中２ 男 道志会
14 肥田野 裕介 ひだの ゆうすけ 中２ 男 道志会
15 倉持 伶太 くらもち りょうた 中２ 男 道志会
16 吉田 知生 よしだ ともき 中２ 男 道志会
17 鈴木 泉美 すずき いずみ 中２ 女 道志会
18 渡久地 拓海 トグチ タクミ 中２ 男 翔雄館
19 五十嵐 蒼 イガラシ アオイ 中２ 男 翔雄館
20 保延 稜人 ホノベ リョウト 中２ 男 翔雄館
21 川嶋 優椰 カワシマ ユウヤ 中２ 男 翔雄館
22 内野 希 うちの のぞみ 中２ 女 正武館
23 加賀美 駿斗 かがみ しゅんと 中２ 男 正武館
24 門倉 承音 かどくら しょういん 中２ 男 正武館
25 高野 倉大樹 たかのくら だいじゅ 中２ 男 正武館
26 上野 優太朗 うえの ゆうたろう 中２ 男 大和松濤
27 新家 捷広 しんけ かつひろ 中２ 男 謙交塾
28 土部 杏介 どべ きょうすけ 中３ 男 藤和会
29 吉田 秀忠 よしだ ひでただ 中３ 男 藤和会
30 佐々木 大輝 ささき だいき 中３ 男 謙交大和
31 平野 蒼大 ひらの そうた 中３ 男 謙交大和
32 河野 将也 こうの まさや 中３ 男 正武館
33  佐藤 幹太  さとう かんた  中３  男  正武館
34 寄田 龍樹 よりた りゅうき 中３ 男 正武館
35 春口 稜貴 はるぐち いずき 中３ 男 大和松濤
36 矢ケ崎 泰河 やがさき たいが 中３ 男 謙交塾
37 高橋 祐樹 たかはし ゆうき 中３ 男 謙交塾
38 飯塚 龍介 いいづか りゅうすけ 中３ 男 謙交塾

高校・一般上級形
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 村松 隆示 むらまつ りゅうじ 高１ 男 尚心会
2 桜井 優佑 さくらい ゆうすけ 高２ 男 謙交大和
3 鈴木 穂高 すずき ほだか 高２ 男 謙交塾
4 脇田 直人 わきた なおと 高３ 男 謙交大和
5 矢ケ崎 拓真 やがさき たくま 高３ 男 謙交塾
6 髙田 浩彰 たかだ ひろあき 一般 男 越香会
7 村松 和忠 むらまつ かずただ 一般 男 越香会
8 斉藤 裕介 さいとう ゆうすけ 一般 男 越香会
9 鈴木 陽皓 すずき あきひろ 一般 男 謙交塾
10 小林 英人 こばやし ひでと ３５歳以上 男 謙交大和
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組手競技選手名簿

小学1・2年男女組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 関原 晴海 せきはら はらみ 小１ 男 桜空山梨
2 高部 春之空 たかべ はるのすけ 小１ 男 桜空山梨
3 藤崎 みなみ ふじさき みなみ 小１ 女 昇龍会
4 鈴木 豪 すずき つよし 小１ 男 正武館
5 荻原 佑弥 おぎわら ゆうや 小１ 男 正武館
6 下山 仁 しもやま じん 小１ 男 翔空手
7 鈴木 杏 すずき きょう 小２ 女 成徳会
8 川中子 琉空 かわなかこ るきあ 小２ 男 赤門
9 常川 愛華 つねかわ まなか 小２ 女 川口会
10 中川 礼那 なかがわ れな 小２ 女 川口会
11 金村 楽々 かねむら らら 小２ 女 川口会
12 小林 富司 こばやし ふうじ 小２ 男 昇龍会
13 花島 咲蘭 はなしま さら 小２ 女 昇龍会
14 肥田野 未祈 ひだの みき 小２ 女 道志会
15 西山 大凱 にしやま たいが 小２ 男 翔雄館
16 佐藤 凛央 さとう りお 小２ 男 翔雄館
17 米川 心百乃 よねかわ みおの 小２ 女 正武館
18 夜久 こころ やく こころ 小２ 女 正武館
19 菊地 洸 きくち こう 小２ 男 正武館
20 矢ケ崎 空峨 やがさき くうが 小２ 男 謙交塾
21 福森 羚世 ふくもり りょうせい 小２ 男 謙交塾
22 杉田 彩絵 すぎた さえ 小２ 女 謙交塾
23 岡野 沙南 おかの さな 小２ 女 謙交塾

小学3・4年女子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 柴田 悠姫子 しばた ゆきこ 小３ 女 成徳会
2 石井 彩 いしい あや 小３ 女 成徳会
3 寄田 乃愛 よりた のあ 小３ 女 正武館
4 成澤 美咲 なりさわ みさき 小３ 女 正武館
5 岡田 颯 おかだ さや 小３ 女 大和松濤
6 坂梨 晄子 さかなし こうこ 小３ 女 大和松濤
7 尾形 美悠 おがた みひろ 小４ 女 赤門
8 田中月純姫 たなか つきひめ 小４ 女 桜空山梨
9 関原  愛 せきはら かな 小４ 女 桜空山梨
10 五十嵐 愛 イガラシ マナ 小４ 女 翔雄館
11 岡田 晴 おかだ はる 小４ 女 大和松濤
12 春口 明日香 はるぐち あすか 小４ 女 大和松濤
13 新家　蘭 しんけ らん 小４ 女 謙交塾
14 平田 千尋 ひらた ちひろ 小４ 女 謙交塾
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組手競技選手名簿

小学3・4年男子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 竹内 達平 たけうち たっぺい 小３ 男 成徳会
2 半田 翔 はんだ しょう 小３ 男 赤門
3 鈴木 悠真 すずき ゆうま 小３ 男 赤門
4 中村 太耀 なかむら たいよう 小３ 男 桜空山梨
5 中川 勇人 なかがわ はやと 小３ 男 藤和会
6 小林 隼人 こばやし はやと 小３ 男 謙交大和
7 山口 実祐 やまぐち みちひろ 小３ 男 道志会
8 小林 想 こばやし そう 小３ 男 道志会
9 盛田 智太 もりた ともひろ 小３ 男 道志会
10 保延 歩輝 ほのべ あゆき 小３ 男 翔雄館
11 大森 晴陽 オオモリ ハルヒ 小３ 男 翔雄館
12 関 峻平 せき しゅんぺい 小３ 男 正武館
13 下山 元 しもやま げん 小３ 男 翔空手
14 三谷 平蔵 みたに へいぞう 小４ 男 成徳会
15 長沢 貫太 ながさわ かんた 小４ 男 藤和会
16 刈部 涼丞 かりべ りょうすけ 小４ 男 謙交大和
17 西本 雄晴 にしもと ゆうせい 小４ 男 謙交大和
18 末次 弘和 すえつぐ ひろかず 小４ 男 神武会
19 濱久保 昴瑠 はまくぼ すばる 小４ 男 道志会
20 吉田 真倖 よしだ まさき 小４ 男 道志会
21 村野 海翔 ムラノ カイト 小４ 男 翔雄館
22 中村 徳之介 ナカムラ  トクノスケ 小４ 男 翔雄館
23 森 哲太 もり てつた 小４ 男 正武館
24 瀬戸 遥太 せと はるた 小４ 男 正武館
25 上田 大生 うえだ たいせい 小４ 男 正武館
26 夜久 修斗 やく しゅうと 小４ 男 正武館
27 鈴木 竜斗 すずき りゅうと 小４ 男 正武館
28 窪田 匠邑 くぼた しょう 小４ 男 高橋道場
29 杉田 柊斗 すぎた しゅうと 小４ 男 謙交塾
30 青木 政太 あおき せいた 小４ 男 謙交塾
31 浅香 遥音 あさか はると 小４ 男 謙交塾
32 舘花 遙季 たてはな はるき 小４ 男 謙交塾
33 藤原 竜玖 ふじわら りゅうき 小４ 男 謙交塾

小学５・６年女子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 柴田 理沙子 しばた りさこ 小５ 女 成徳会
2 醍醐 泉水 だいご いずみ 小５ 女 赤門
3 平野 朱梨 ひらの あかり 小５ 女 謙交大和
4 加藤 彩風 かとう あやか 小５ 女 謙交大和
5 野川 凛音 のがわ りん 小５ 女 道志会
6 長澤 慧 ながさわ けい 小６ 女 成徳会
7 佐々木 晴美 ささき はるみ 小６ 女 赤門
8 荒井 夏芽 あらい なつめ 小６ 女 川口会
9 船川 陽香 ふなかわ はるか 小６ 女 禅心館
10 波多野愛美 はたの まなみ 小６ 女 桜空山梨
11 小林 未美 こばやし みみ 小６ 女 謙交大和
12 吉田 翠月 よしだ みずき 小６ 女 道志会
13 渡久地 都花 トグチ ミヤカ 小６ 女 翔雄館
14 高野倉 真央 たかのくら まお 小６ 女 正武館
15 青木 紗江 あおき さえ 小６ 女 謙交塾
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組手競技選手名簿

小学５・６年男子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 中川 義孝 なかがわ よしたか 小５ 男 川口会
2 生田 晃 いくた あきら 小５ 男 藤和会
3 高橋 歩 たかはし あゆむ 小５ 男 謙交大和
4 峯尾 星太 みねお せいた 小５ 男 謙交大和
5 西田 周平 にしだ しゅうへい 小５ 男 謙交大和
6 阿部 怜史 あべ れいじ 小５ 男 道志会
7 中島 隆太郎 なかじま りゅうたろう 小５ 男 道志会
8 丸山 達稀 まるやま ひろき 小５ 男 道志会
9 佐藤 澪威 さいとう れい 小５ 男 翔雄館
10 西元 快 にしもと かい 小５ 男 正武館
11 坂本 直哉 さかもと なおや 小５ 男 正武館
12 関 勘太郎 せき かんたろう 小５ 男 正武館
13 入佐 拓海 いりさ たくみ 小５ 男 正武館
14 中嶋 実成 なかじま みなり 小５ 男 正武館
15 宮田 名尊 みやた たかし 小５ 男 謙交恩方
16 八田 辰之介 はった たつのすけ 小５ 男 謙交恩方
17 窪田 悠邑 くぼた ゆう 小５ 男 高橋道場
18 上野 拓海 うえの たくみ 小５ 男 大和松濤
19 細川 凌 ほそかわ りょう 小５ 男 謙交塾
20 木内 桜生 きうち おうき 小５ 男 謙交塾
21 橋本 拓也 はしもと たくや 小５ 男 謙交塾
22 福森 基生 ふくもり もとき 小５ 男 謙交塾
23 石井 誠汰 いしい せいた 小６ 男 成徳会
24 尾形 歩生 おがた あおい 小６ 男 赤門
25 半田 空 はんだ そら 小６ 男 赤門
26 西田 雄大 にしだ ゆうだい 小６ 男 赤門
27 鈴木 拓人 すずき たくと 小６ 男 赤門
28 田中 我若 たなか わか 小６ 男 桜空山梨
29 野見山 龍仁 のみやま りゅうと 小６ 男 藤和会
30 石井 翔貴 いしい とき 小６ 男 謙交大和
31 峯尾 樹 みねお いつき 小６ 男 謙交大和
32 濱久保 優翔 はまくぼ ゆうと 小６ 男 道志会
33 肥田野 瑛大 ひだの あきひろ 小６ 男 道志会
34 伊藤 颯星 いとう りゅうせい 小６ 男 道志会
35 山口 稀輝 ヤマグチ アヤキ 小６ 男 翔雄館
36 大森 朝陽 オオモリ アサヒ 小６ 男 翔雄館
37 川嶋 譲 カワシマ ジョウ 小６ 男 翔雄館
38  門倉 羽音  かどくら はおと  小６  男  正武館
39 菊地 大洋 きくち たいよう 小６ 男 正武館
40 赤羽 優悟 あかばね ゆうご 小６ 男 正武館
41 伊藤 翼 いとう つばさ 小６ 男 正武館
42 成澤 功貴 なりさわ こうき 小６ 男 正武館
43 岡田 朝 おかだ はじめ 小６ 男 大和松濤
44 坂梨 永輝 さかなし ひさき 小６ 男 大和松濤
45 平田 雅大 ひらた まさひろ 小６ 男 謙交塾
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組手競技選手名簿

中学生男子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 山口 聖也 やまぐち せいや 中１ 男 桜空山梨
2 吉田 幸弘 よしだ ゆきひろ 中１ 男 藤和会
3 渡 峻之輔 わたり しゅんのすけ 中１ 男 謙交大和
4 松田 秀 まつだ しゅう 中１ 男 謙交大和
5 西田 考佑 にしだ こうすけ 中１ 男 謙交大和
6 山口 果也 やまぐち かなる 中１ 男 道志会
7 塙 竜二 はなわ りゅうじ 中１ 男 道志会
8 中村 遼太郎 ナカムラ リョウタロウ 中１ 男 翔雄館
9 河野 隼也 こうの しゅんや 中１ 男 正武館
10 醍醐 建 だいご たける 中２ 男 赤門
11 野口 優斗 のぐち ひろと 中２ 男 謙交大和
12 窪田 修也 くぼた しゅうや 中２ 男 謙交大和
13 奥村 斗哉 おくむら とうや 中２ 男 謙交大和
14 塙 裕貴 はなわ ゆうき 中２ 男 道志会
15 肥田野 裕介 ひだの ゆうすけ 中２ 男 道志会
16 倉持 伶太 くらもち りょうた 中２ 男 道志会
17 吉田 知生 よしだ ともき 中２ 男 道志会
18 渡久地 拓海 トグチ タクミ 中２ 男 翔雄館
19 五十嵐 蒼 イガラシ アオイ 中２ 男 翔雄館
20 保延 稜人 ホノベ リョウト 中２ 男 翔雄館
21 門倉 承音 かどくら しょういん 中２ 男 正武館
22 高野 倉大樹 たかのくら だいじゅ 中２ 男 正武館
23 上野 優太朗 うえの ゆうたろう 中２ 男 大和松濤
24 新家 捷広 しんけ かつひろ 中２ 男 謙交塾
25 土部 杏介 どべ きょうすけ 中３ 男 藤和会
26 吉田 秀忠 よしだ ひでただ 中３ 男 藤和会
27 佐々木 大輝 ささき だいき 中３ 男 謙交大和
28 平野 蒼大 ひらの そうた 中３ 男 謙交大和
29 加藤 龍一 かとう りゅういち 中３ 男 武蔵野東
30 高橋 浩輝 たかはし ひろき 中３ 男 武蔵野東
31 河野 将也 こうの まさや 中３ 男 正武館
32 寄田 龍樹 よりた りゅうき 中３ 男 正武館
33 春口 稜貴 はるぐち いずき 中３ 男 大和松濤
34 矢ケ崎 泰河 やがさき たいが 中３ 男 謙交塾
35 高橋 祐樹 たかはし ゆうき 中３ 男 謙交塾
36 飯塚 龍介 いいづか りゅうすけ 中３ 男 謙交塾

中学生女子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 三谷 凜 みたに りん 中１ 女 成徳会
2 荒井 美奈 あらい みな 中１ 女 藤和会
3 野川 華音 のがわ かのん 中１ 女 道志会
4 山下 玲子 やました れいこ 中２ 女 桜空山梨
5 永峯 由子 ながみね ゆこ 中２ 女 謙交大和
6 鈴木 泉美 すずき いずみ 中２ 女 道志会
7 内野 希 うちの のぞみ 中２ 女 正武館
8 金川 未奈 かながわ みな 中３ 女 禅心館
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組手競技選手名簿

高校・一般男子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 村松 隆示 むらまつ りゅうじ 高１ 男 尚心会
2 根津 俊佑 ねづ しゅんすけ 高１ 男 謙交大和
3 桜井 優佑 さくらい ゆうすけ 高２ 男 謙交大和
4 鈴木 穂高 すずき ほだか 高２ 男 謙交塾
5 平野 皓大 ひらの こうた 高３ 男 謙交大和
6 矢ケ崎 拓真 やがさき たくま 高３ 男 謙交塾
7 髙田 浩彰 たかだ ひろあき 一般 男 越香会
8 村松 和忠 むらまつ かずただ 一般 男 越香会
9 斉藤 裕介 さいとう ゆうすけ 一般 男 越香会
10 田中 隼平 たなか しゅんぺい 一般 男 越香会
11 関屋 祐希 せきや ゆうき 一般 男 越香会
12 清水 大樹 しみず だいき 一般 男 禅心館
13 秋間 諒 あきま りょう 一般 男 日獣医
14 浅野 泰 あさの ゆたか 一般 男 日獣医
15 高橋 翔 たかはし かける 一般 男 日獣医
16 飯田 啓人 いいだ ひろと 一般 男 尚心会
17 宮崎 康壽 みやざき やすひさ 一般 男 謙交大和
18 儀間 勇樹 ぎま ゆうき 一般 男 正武館
19 塚田 裕太 つかだ  ゆうた 一般 男 翔空手
20 佐藤 一平 さとう  いっぺい 一般 男 翔空手
21 中沢 優貴 なかざわ ゆうき 一般 男 翔空手
22 指江 彬 さしえ あきら 一般 男 翔空手
23 野口 優輝 のぐち ゆうき 一般 男 翔空手
24 池田 尚史 いけだ たかし 一般 男 翔空手
25 鈴木 陽皓 すずき あきひろ 一般 男 謙交塾

一般女子組手
No 選手名 読み仮名 学年 性別 団体名
1 福田詩穂里 ふくだ しおり 一般 女 日獣医
2 大森万里奈 おおもり まりな 一般 女 日獣医
3 上妻  和 こうづま のどか 一般 女 日獣医
4 高木 香奈 たかぎ かな 一般 女 日獣医
5 細谷 佳奈子 ほそや  かなこ 一般 女 翔空手
6 鴻埜 めぐみ こうの  めぐみ 一般 女 翔空手

5


