
第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

優勝 2 菅俣　龍聖 スガマタ　リュウセイ 茨城県央支部 5

準優勝 7 糸賀　陸稀 イトガ　ムツキ 東京東支部 3

第３位 5 畔上　一馬 アゼガミ　カズマ 東京中野道場 2

第３位 11 髙橋　毅慶　 タカハシ　キキョウ 世田谷・杉並支部 2

優勝 26 鈴木　成実 スズキ　ナルミ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 16 長田　文鷹 ナガタ　フミタカ 東京東支部 3

第３位 13 小嶺　一心 コミネ　イッシン 総本部道場 2

第３位 21 藤井　十右剛 フジイ　トウゴウ 総本部道場 2

優勝 27 松田　湊 マツダ　ミナト 東京東支部 5

準優勝 41 船田　健太 フナダ　ケンタ 東京ベイ港支部 3

第３位 36 金久保　咲和 カナクボ　サワ 厚木・赤羽支部 2

第３位 44 青地　海斗 アオチ　カイト 東京ベイ港支部 2

ベスト８ 32 山本　拳 ヤマモト　ケン 東京ベイ港支部 1

ベスト８ 34 津田　涼成 ツダ　リョウセイ 西神奈川支部 1

ベスト８ 42 堀内　清志朗 ホリウチ　キヨシロウ 正伝流空手道中村道場 1

ベスト８ 49 西原　瑞姫 ニシハラ　ミズキ 神奈川東横浜支部 1

優勝 60 松倉　岳人 マツクラ　　ガクト 川崎東湘南支部 5

準優勝 50 川上　兼斉 カワカミ　ケンセイ 東京城南川崎支部 3

第３位 58 小沢　流空 オザワ　リク 千葉南支部 2

第３位 65 荒井　祐樹 アライ　ユウキ 東京城南川崎支部 2

ベスト８ 53 藤井　瑠希也 フジイ　ルキヤ 東京中野道場 1

ベスト８ 55 早乙女　叶恵 サオトメ　カナエ 東京城南川崎支部 1

ベスト８ 64 後藤　真弥 ゴトウ　マヤ 世田谷・杉並支部 1

ベスト８ 70 戸髙　弘人 トダカ　ヒロト 厚木・赤羽支部 1

優勝 74 中村　友莉亜 ナカムラ　ユリア 埼玉中央道場 5

準優勝 86 青木　駿佑 アオキ　シュンスケ 東京城南川崎支部 3

第３位 75 宮内　謙 ミヤウチ　ケン 東京ベイ港支部 2

第３位 79 小嶋　萌子 コジマ　モコ 埼玉中央道場 2

幼年　年中　男女混合　デビュー

幼年　年中　男女混合　ルーキー

幼年　年長　男女混合　ルーキー

幼年　年長　男女混合　デビュー

幼年　年長　男女混合　チャレンジ



第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

優勝 87 成田　聡 ナリタ　ソウ 東京城南川崎支部 5

準優勝 102 金城　星霖 キンジョウ　セイリン 埼玉中央道場 3

第３位 94 関根　瑠威 セキネ　ルイ 誠親舘 2

第３位 98 桑原　雄之朗 クワバラ　ユウシロウ 東京佐伯道場 2

ベスト８ 89 松平　直悠 マツダイラ　ナオヒサ 東京佐伯道場 1

ベスト８ 92 髙橋　和慈 タカハシ　ヨシチカ 世田谷・杉並支部 1

ベスト８ 100 髙城　将瑚 タカギ　ショウゴ 埼玉中央道場 1

ベスト８

優勝 108 平嶋　己哲 ヒラシマ　コテツ 東京城南川崎支部 5

準優勝 115 清水　琥太郎 シミズ　コタロウ 東京城南川崎支部 3

第３位 103 野口　航希 ノグチ　コウキ 埼玉中央道場 2

第３位 122 内田　眞寛 ウチダ　マヒロ 厚木・赤羽支部 2

ベスト８ 107 後藤　恒希 ゴトウ　コウキ 西神奈川支部 1

ベスト８ 112 倉片　旅詩 クラカタ　リョウタ 総本部道場 1

ベスト８ 116 大澤　響喜 オオサワ　ヒビキ 埼玉中央道場 1

ベスト８ 118 平尾　一真 ヒラオ　カズマ 東京ベイ港支部 1

優勝 141 坂木　崚晟 サカキ　リョウセイ 東京城南川崎支部 5

準優勝 125 青山　春輝 アオヤマ　ハルキ 茨城県央支部 3

第３位 132 熊倉　光 クマクラ　ヒカル 東京東支部 2

第３位 133 湯川　朋哉 ユカワ　トモヤ 埼玉中央道場 2

小学1年生男子　エキスパート 優勝 142 北嶋　儀道 キタジマ　ヨシミチ 東京城南川崎支部 5

優勝 153 金久保　寛朗 カナクボ　トモロウ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 156 品田　太志 シナダ　タイシ 東京城南川崎支部 3

第３位 161 吉田　健人 ヨシダ　ケント 東京ベイ港支部 2

第３位 151 中村　響人 ナカムラ　キョウト 東京城南川崎支部 2

優勝 186 碓井　颯斗 ウスイ　ハヤト 埼玉中央道場 5

準優勝 163 原田　勇吹 ハラダ　イブキ 埼玉中央道場 3

第３位 171 武田　秀平 タケダ　シュウヘイ 東京ベイ港支部 2

第３位 175 門平　浩平 カドヒラ　コウヘイ 埼玉中央道場 2

ベスト８ 168 田久　夕樹 タキュウ　ユウキ 東京ベイ港支部 1

ベスト８ 174 木村　謙介 キムラケンスケ 埼玉武蔵支部 1

ベスト８ 180 増田　大輝 マスダ　ダイキ 吉祥寺杉原道場 1

ベスト８ 181 西園　司 ニシゾノ　ツカサ 東京佐伯道場 1

小学2年生男子　ルーキー

小学2年生男子　デビュー

小学1年生男子　チャレンジ

小学1年生男子　ルーキー

小学1年生男子　デビュー



第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

優勝 224 中村　浩樹 ナカムラ　ヒロキ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 197 吉岡　虎亮 ヨシオカ　トラノスケ 埼玉中央道場 3

第３位 194 早乙女　丈大 サオトメ　タケヒロ 東京城南川崎支部 2

第３位 210 山田　祐輝 ヤマダ　ユウキ 東京東支部 2

ベスト８ 214 北　翔太郎 キタ　ショウタロウ 川崎東湘南支部 1

ベスト８ 219 稲桝　響 イナマス　キョウ 世田谷・杉並支部 1

ベスト８ 191 堀　未来 ホリ　ミライ 東京中野道場 1

ベスト８ 201 勝山　大輝 カツヤマ　ダイキ 東京東支部 1

優勝 232 梅澤　京世 ウメザワ　キョウセイ 神奈川東横浜支部 5

準優勝 227 野見山　嘉瞳 ノミヤマ　カドウ 白蓮会館 湘南鎌倉支部 3

優勝 234 加藤　立志 カトウ　リッシ 東京城南川崎支部 5

準優勝 237 土井　晶 ドイ　アキラ 埼玉武蔵支部 3

優勝 249 板垣　修吾 イタガキ　シュウゴ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 242 河村　速 カワムラ　ハヤテ 総本部道場 3

第３位 244 浅見　琉惺 アサミ　リュウセイ 埼玉中央道場 2

第３位 245 北嶋　賢太 キタジマ　ケンタ 埼玉中央道場 2

優勝 259 荒井　陽洋 アライ　ハルヒロ 極真会館埼玉県木村道場 5

準優勝 274 笹目　勇斗 ササメ　ユウト 埼玉中央道場 3

第３位 255 川上　大輝 カワカミ　ダイキ 正伝流空手道中村道場 2

第３位 285 神保　昌吾 ジンボ　ショウゴ 東京中野道場 2

ベスト８ 253 矢野　史也 ヤノ　フミヤ 世田谷・杉並支部 1

ベスト８ 267 藤野　丈之介 フジノ　ジョウノスケ 東京中野道場 1

ベスト８ 269 豊崎　太耀 トヨサキ　タイキ 茨城県央支部 1

ベスト８ 277 野口　颯太 ノグチ　ソウタ 東京ベイ港支部 1

小学3年生男子　エキスパート 優勝 287 土屋　瑠叶 ツチヤ　ルイト 東京城南川崎支部 5

優勝 298 榎本　匠 エノモト　タクミ 埼玉中央道場 5

準優勝 294 飯倉　信哉 イイクラ　ノブチカ 埼玉中央道場 3

第３位 291 碓井　彗史 ウスイ　サトシ 東京城南川崎支部 2

第３位 301 浅井　瑛登 アサイ　エイト 群馬支部 2

優勝 304 今村　将崇 イマムラ　マサムネ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 307 前田　逢翔 マエダ　アイト 厚木・赤羽支部 3

第３位 303 渡邉　凌駕 ワタナベ　リョウガ 東京東支部 2

第３位 308 斉藤　丈治 サイトウ　ジョウジ 東京城南川崎支部 2

小学2年生男子　チャレンジ

小学4年生男子　デビュー

小学3年生男子　チャレンジ

小学3年生男子　ルーキー

小学3年生男子　デビュー

小学2年生男子　エキスパート

小学4年生男子　ルーキー



第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

優勝 342 瀧澤　尚武 タキザワ　ショウブ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 321 山中　脩叶 ヤマナカ　シュウト 東京ベイ港支部 3

第３位 327 伊藤　瑠希 イトウ　ルキ 東京城南川崎支部 2

第３位 344 佐藤　護 サトウ　マモル 埼玉中央道場 2

ベスト８ 313 宇佐美　大鳳 ウサミ　タイホウ 東京城南川崎支部 1

ベスト８ 322 中溝　風雅 ナカミゾ　フウガ 東京城南川崎支部 1

ベスト８ 333 藤巻　凜 フジマキ　リン 埼玉中央道場 1

ベスト８ 348 古木　優之介 コギ　ユウノスケ 吉祥寺杉原道場 1

優勝 354 塚本　慶次郎 ツカモト　ケイジロウ 世田谷・杉並支部 5

準優勝 377 遠田　竜司 トオダ　リュウジ 東京東支部 3

第３位 365 宮之原　昌哉 ミヤノハラ　マサヤ 神奈川東横浜支部 2

第３位 366 臼井　英胤 ウスイ　ヒデタネ 東京佐伯道場 2

優勝 381 仲原　蓮 ナカハラ　レン 埼玉武蔵支部 5

準優勝 378 上原　颯 ウエハラ　ハヤオ 埼玉中央道場 3

優勝 382 板垣　良真 イタガキ　リョウマ 厚木・赤羽支部 5

準優勝 401 金　敏秀 キム　ミンス 東京城南川崎支部 3

第３位 387 島田　幸宗 シマダ　　ユキムネ 川崎東湘南支部 2

第３位 394 堀　眞礼 ホリ　マサユキ 総本部道場 2

優勝 403 眞島　巧之介 マシマ　コウノスケ 新潟支部 5

準優勝 421 渡邉　泰誠 ワタナベ　タイセイ 東京城南川崎支部 3

第３位 412 志村　奈摘 シムラ　ナツメ 総本部道場 2

第３位 413 加藤　健太 カトウ　ケンタ 千葉松戸道場 2

小学6年生男子　ルーキー 優勝 422 須藤　大喜 スドウ　タイキ 埼玉武蔵支部 5

優勝 444 加藤　旭陽 カトウ　アサヒ 埼玉武蔵支部 5

準優勝 427 高橋　珠羽 タカハシ　シュウ 西神奈川支部 3

第３位 434 込山　瑠 コミヤマ　ルイ 埼玉中央道場 2

第３位 439 海老原　陸 エビハラ　リク 湘南支部 2

優勝 469 鈴木　将斗 スズキ　マサト 千葉南支部 5

準優勝 451 荻田　雄生 オギタ　ユウセイ 世田谷・杉並支部 3

第３位 448 花岡　拓海 ハナオカ　タクミ 正伝流空手道中村道場 2

第３位 459 長友　優夢 ナガトモ　ヒロム 埼玉中央道場 2

小学5年生男子　デビュー

小学4年生男子　エキスパート

小学6年生男子　エキスパート

小学6年生男子　チャレンジ

小学4年生男子　チャレンジ

小学5年生男子　エキスパート

小学5年生男子　チャレンジ



第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

優勝 473 小磯　有紀 コイソ　ユウキ 東京城南川崎支部 5

準優勝 470 毛受　優衣 メンジュ　ユイ 東京城南川崎支部 3

優勝 479 田中　優里 タナカ　ユウリ 東京佐伯道場 5

準優勝 476 村山　愛真 ムラヤマ　エマ 正伝流空手道中村道場 3

小学1年生女子　チャレンジ 優勝 481 児玉　琉莉 コダマ　ルリ 厚木・赤羽支部 5

小学1年生女子　エキスパート 優勝 482 鈴木　彩香 スズキ　アヤカ 神奈川東横浜支部 5

優勝 485 星　芽里 ホシ　メイリ 目白道場 5

準優勝 487 宮地　二湖 ミヤチ　ニコ 東京城南川崎支部 3

優勝 496 反町　友喜 ソリマチ　ユウキ 群馬支部 5

準優勝 490 舘　香奈多 タチ　カナタ 川崎東湘南支部 3

優勝 500 長田　真琴 ナガタ　マコト 埼玉中央道場 5

準優勝 497 木村　希望 キムラ　ノゾミ 東京お茶の水支部 3

優勝 510 但野　為幸 タンノ　イユキ 東京城南川崎支部 5

準優勝 505 石川　翠 イシカワ　ミドリ 埼玉中央道場 3

小学4年生女子　デビュー 優勝 511 吉田　愛利彩 ヨシダ アリサ 東京城南川崎支部 5

小学4年生女子　チャレンジ 優勝 518 平山　瑠菜 ヒラヤマ　ルナ 茨城県央支部 5

小学3・4年生女子　エキスパート 優勝 525 鈴木　未紘 スズキ　ミヒロ 厚木・赤羽支部 5

優勝 528 池長　つかさ イケナガ　ツカサ 湘南支部 5

準優勝 532 植松　美結 ウエマツ　ミユ 群馬支部 3

優勝 534 石野　姫子 イシノ　ヒメコ 西神奈川支部 5

準優勝 536 辻　涼香 ツジ　スズカ 吉祥寺杉原道場 3

小学6年生女子　チャレンジ 優勝 539 重藤　幸希 シゲトウ　サキ 千葉南支部 5

小学5・6年生女子　エキスパート 優勝 543 梅澤　彩音 ウメザワ　アヤネ 神奈川東横浜支部 5

中学生男子軽量級　デビュー 優勝 545 小島　伊織 コジマ　イオリ 世田谷・杉並支部 5

中学生男子軽量級　チャレンジ 優勝 547 玉木　潤一 タマキ　ジュンイチ 東京ベイ港支部 5

中学生男子軽量級　エキスパート 優勝 548 本合　輝悠 ホンゴウ　キユウ 埼玉中央道場 5

中学生男子重量級　ルーキー 優勝 552 松尾　有真 マツオ　ユウマ 東京お茶の水支部 5

中学生男子重量級　エキスパート 優勝 558 久保　宝虎 クボ　ホウコ 千葉南支部 5

優勝 559 中尾　彩乃 ナカオ　アヤノ 千葉南支部 5

準優勝 564 マリック　咲枝 マリック　サエ 東京ベイ港支部 3

小学5・6年生女子　デビュー

小学5年生女子　チャレンジ

小学3年生女子　チャレンジ

小学3年生女子　ルーキー

小学2年生女子　チャレンジ

小学2年生女子　ルーキー

中学生女子　エキスパート

小学1年生女子　ルーキー

小学1年生女子　デビュー



第6回総本部交流大会 入賞者一覧表 2016年3月26日開催

階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名 入賞ポイント

列10 列14

高校生男子　チャレンジ 優勝 572 小林　朋樹 コバヤシ　トモキ 埼玉中央道場 5

高校生男子軽量級　エキスパート 優勝 573 若林　璃亜 ワカバヤシ　リア 世田谷・杉並支部 5

高校生女子　チャレンジ 優勝 578 鈴木　花音 スズキ　カノン 埼玉武蔵支部 5

高校生女子　エキスパート 優勝 579 菊地　知恵 キクチ　チサト 東京城南川崎支部 5

優勝 583 北村　秋展 キタムラ　アキノリ 目白道場 5

準優勝 585 井下　望 イノシタ　ノゾム 総本部道場 3

男子セーフティ20'S男子軽量級　ルーキー 優勝 587 渡辺　祐介 ワタナベ　ユウスケ 茨城県央支部 5

男子セーフティ20'S男子重量級　チャレンジ 優勝 590 永井　佑育 ナガイ　ユウスケ 厚木・赤羽支部 5

優勝 595 髙橋　佳嗣 タカハシ　ヨシツグ 世田谷・杉並支部 5

準優勝 593 西山　努 ニシヤマ　ツトム 目白道場 3

シニア30'S男子軽量級　ルーキー 優勝 598 菅田　旭 スガタ　アキラ 東京中野道場 5

優勝 608 藤木　祐二 フジキ　ユウキ 吉祥寺杉原道場 5

準優勝 604 佐々木　淳 ササキ　アツシ 東京城南川崎支部 3

シニア30'S男子軽量級　エキスパート 優勝 614 戸松　明 トマツ　アキラ 東京城南川崎支部 5

シニア30'S男子重量級　ルーキー 優勝 615 大谷　智通 オオタニ　トモミチ 東京お茶の水支部 5

シニア30'S男子重量級　チャレンジ 優勝 618 風見　知希 カザミ　トモキ 世田谷・杉並支部 5

シニア30'S男子重量級　エキスパート 優勝 623 三雲　健司 ミクモ　ケンジ 千葉南支部 5

優勝 629 白田　学 ハクタ　マナブ 茨城県央支部 5

準優勝 626 野口　純 ノグチ　ジュン 埼玉中央道場 3

第３位 624 森岡　善男 モリオカ　ヨシオ 世田谷・杉並支部 2

第３位 632 亀井　聡人 カメイ　アキト 東京ベイ港支部 2

シニア40'S男子軽量級　ルーキー 優勝 634 辻　照彦 ツジ　テルヒコ 吉祥寺杉原道場 5

優勝 640 小林　拓 コバヤシ　タク 世田谷・杉並支部 5

準優勝 644 小川　淳 オガワ　アツシ 埼玉中央道場 3

優勝 661 安徳　康介 アントク　コウスケ 正伝流空手道中村道場 5

準優勝 655 三好　心 ミヨシ　シン 東京東支部 3

第３位 648 西畑　誠 ニシハタ　マコト 東京ベイ港支部 2

第３位 659 岩永　尚哉 イワナガ　ナオヤ 東京お茶の水支部 2

優勝 667 山本　宏治 ヤマモト　コウジ 東京ベイ港支部 5

準優勝 665 齊藤　一 サイトウ　ハジメ 千葉南支部 3

シニア40'S男子重量級　ルーキー 優勝 671 水野　高宏 ミズノ　タカヒロ 東京東支部 5

シニア40'S男子重量級　チャレンジ 優勝 673 糀谷　博史 コウジタニ　ヒロシ 世田谷・杉並支部 5

シニア40'S男子重量級　デビュー

シニア40'S男子軽量級　エキスパート

シニア40'S男子軽量級　チャレンジ

シニア40'S男子軽量級　デビュー

シニア30'S男子軽量級　チャレンジ

シニア30'S男子軽量級　デビュー

男子セーフティ20'S男子　デビュー
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列10 列14

優勝 682 田中　硬一 タナカ　コウイチ 東京城南川崎支部 5

準優勝 683 川崎　直樹 カワサキ　ナオキ 目白道場 3

優勝 689 能代　維英 ノシロ　マサエイ 世田谷・杉並支部 5

準優勝 692 福井　雅章 フクイ　マサアキ 厚木・赤羽支部 3

シニア50'S男子軽量級　チャレンジ 優勝 696 生方　望 ウブカタ　ノゾミ 群馬支部 5

優勝 698 金子　俊明 カネコ　トシアキ 東京城南川崎支部 5

準優勝 702 不破　次雄 フワ　ツギオ 総本部道場 3

優勝 708 三好　康則 ミヨシ　ヤスノリ 東京東支部 5

準優勝 705 後藤　幸英 ゴトウ　ユキヒデ 東京ベイ港支部 3

シニア50'S男子重量級　エキスパート 優勝 712 川崎　学 カワサキ　マナブ 茨城県央支部 5

優勝 714 安岡　由紀 ヤスオカ　ユキ 目白道場 5

準優勝 717 二本柳　摩岐子 ニホンヤナギ　マキコ 目白道場 3

女子セーフ30'S軽量級　エキスパート 優勝 721 種村　みゆき タネムラ　ミユキ 東京東支部 5

女子セーフ40'S～60'S軽量級　デビュー 優勝 722 上杉　久美子 ウエスギ　クミコ 武心会 5

女子セーフ40'S～60'S軽量級　チャレンジ 優勝 726 尾形　昌美 オガタ　マサミ 神奈川東横浜支部 5

女子セーフ40'S～60'S軽量級　エキスパート 優勝 728 清水　祥子 シミズ　サチコ 東京佐伯道場 5

女子セーフ40'S～60'S重量級　ルーキー 優勝 730 高城　恵子 タカシロ　ケイコ 正伝流空手道中村道場 5

女子セーフ40'S～60'S重量級　エキスパート 優勝 732 山崎　麻由 ヤマザキ　マユ 埼玉武蔵支部 5

女子セーフ30'S　ルーキー

シニア50'S男子重量級　ルーキー

シニア50'S男子軽量級　エキスパート

シニア50'S男子軽量級　ルーキー

シニア40'S男子重量級　エキスパート


