
第7回総本部錬成大会 入賞者一覧 2017年2月5日開催

階級
No.

トーナメント階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名

優勝 17 柴田　航志 シバタ　コウシ 東京東支部

準優勝 10 田野　亘 タノ　ワタル 埼玉中央道場

第３位 1 山内　理仁 ヤマウチ　リヒト 東京ベイ港支部

第３位 12 綾部　勇成 アヤベ　ユウセイ 正伝流空手道中村道場

ベスト８ 4 李　欣然 リ　キンゼン 東京東支部

ベスト８ 7 武井　将志 タケイ　マサシ 直心塾

ベスト８ 13 今里　駿介 イマザト　シュンスケ 東京東支部

ベスト８ 15 鎌田　樹成 カマダ　キナリ 直心塾

優勝 28 小泉　空 コイズミ　ソラ 東京城南川崎支部

準優勝 20 梶　武蔵 カジ　ムサシ 川崎東湘南支部

第３位 22 澤井　歌流 サワイ　ウル 東京城南川崎支部

第３位 24 木村　蓮 キムラ　レン 東京東支部

優勝 44 鈴木　ねねあ スズキ　ネネア 茨城県央支部

準優勝 40 柿沼　栄輝 カキヌマ　エイキ 厚木・赤羽支部

第３位 32 佐々木　健人 ササキ　ケント 総本部道場

第３位 58 川島　寿埜 カワシマ　ジュノ 目白道場

ベスト８ 31 鈴木　章斗 スズキ　アキト 東京佐伯道場

ベスト８ 39 新海　莞史 シンカイ　カンシ 目白道場

ベスト８ 51 前田　逞翔 マエダ　タクト 厚木・赤羽支部

ベスト８ 55 石原　悠聖 イシハラ　ユウセイ 東京ベイ港支部

優勝 93 梅澤　紅羽 ウメザワ　クレハ 神奈川東横浜支部

準優勝 72 中尾　栞一朗 ナカオ　カンイチロウ 東京東支部

第３位 60 堅田　鼓太郎 カタダ　コタロウ 直心塾

第３位 77 小嶺　一心 コミネ　イッシン 総本部道場

ベスト８ 64 藤井　十右剛 フジイ　トウゴウ 総本部道場

ベスト８ 71 笹目　雅斗 ササメ　マサト 埼玉中央道場

ベスト８ 82 吉田　直生 ヨシダ　ナオキ 東京ベイ港支部

ベスト８ 86 畔上　一馬 アゼガミ　カズマ 東京中野道場

優勝 105 鈴木　成実 スズキ　ナルミ 厚木・赤羽支部

準優勝 97 山口　叶来也 ヤマグチ　トキヤ フルコンタクトカラテスクール

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　デビュー

幼年　年長　男女混合　ルーキー

幼年　年長　男女混合　チャレンジ5
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優勝 135 石原　悠登 イシハラ　ユウト 厚木・赤羽支部

準優勝 113 山口　豪太郎 ヤマグチ　ゴウタロウ 世田谷・杉並支部

第３位 122 栗原　羽琉斗 クリハラ　ハルト 東京城南川崎支部

第３位 118 吉竹　春真 ヨシタケ　ハルマ 東京城南川崎支部

ベスト８ 130 渡辺　史琉 ワタナベ　シリュウ 直心塾

ベスト８ 129 小竿　琥太郎 コサオ　コタロウ 川崎東湘南支部

ベスト８ 116 赤羽根　彗俊 アカバネ　アキタカ 直心塾

ベスト８ 106 李　旭東 リ　キョクトウ 目白道場

優勝 173 小倉　康太郎 オグラ　コウタロウ 厚木・赤羽支部

準優勝 146 山田　祐資 ヤマダ　ユウスケ 東京ベイ港支部

第３位 156 迫田　一誠 サコダ　イッセイ 千葉北支部

第３位 145 加藤　凛臣 カトウ　リオ 神奈川東横浜支部

ベスト８ 167 大久保　晴紀 オオクボ　ハルキ 東京ベイ港支部

ベスト８ 163 青地　海斗 アオチ　カイト 東京ベイ港支部

ベスト８ 154 戸髙　弘人 トダカ　ヒロト 厚木・赤羽支部

ベスト８ 141 北田　耕太郎 キタダ　コウタロウ 埼玉中央道場

優勝 178 藤井　瑠希也 フジイ　ルキヤ 東京中野道場

準優勝 175 竹内　健人 タケウチ　ケント 六本木道場

優勝 180 小林　幸太郎 コバヤシ　コウタロウ 世田谷・杉並支部

準優勝 191 木村　拳 キムラ　ケン 東京東支部

優勝 194 阿部　恭輔 アベ　キョウスケ 千葉北支部

準優勝 196 岩下　尚親 イワシタ　ナオチカ 東京東支部

優勝 219 榊原　誠貴 サカキバラ　マサキ 東京城南川崎支部

準優勝 201 植草　祢冬 ウエクサ　デイト 直心塾

第３位 209 平野　遥斗 ヒラノ　ハルト 埼玉中央道場

第３位 212 大矢　航平 オオヤ　コウヘイ 埼玉武蔵支部

ベスト８ 203 太田　剛旗 オオタ　ゴウキ 東京東支部

ベスト８ 206 眞鍋　壮太 マナベ　ソウタ 東京お茶の水支部

ベスト８ 213 野村　航大 ノムラ　コウタ 直心塾

ベスト８ 216 山本　龍太郎 ヤマモト　リュウタロウ 東京ベイ港支部

小学1年生男子　デビュー

小学1年生男子　ルーキー

小学1年生男子　ホープ

小学1年生男子　チャレンジ

小学1年生男子　エキスパート

小学2年生男子　デビュー11
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優勝 234 内田　眞寛 ウチダ　マヒロ 厚木・赤羽支部

準優勝 226 馬内　利空 マウチ　リク 世田谷・杉並支部

第３位 221 松本　航典 マツモト　コウスケ 東京佐伯道場

第３位 230 佐藤　大成 サトウ　タイセイ 埼玉中央道場

優勝 238 堀　遥斗 ホリ　ハルト 東京中野道場

準優勝 248 下田　伶皇 シモダ　レオ 湘南支部

第３位 245 吉浜　つばる ヨシハマ　ツバル 川崎東湘南支部

第３位 251 小泉　太陽 コイズミ　タイヨウ 東京城南川崎支部

ベスト８ 236 吉岡　厚紀 ヨシオカ　アツキ 群馬支部

ベスト８ 242 敦見　尚真 アツミ　ショウマ 世田谷・杉並支部

ベスト８ 249 髙橋　和慈 タカハシ　ヨシチカ 世田谷・杉並支部

ベスト８ 255 渡邊　憲 ワタナベ　ケン 東京お茶の水支部

優勝 281 前田　琉生 マエダ　ルイ 川崎東湘南支部

準優勝 265 末房　慶一 スエフサ　ケイイチ 東京城南川崎支部

第３位 262 出口　浩晴 デグチ　コウセイ 厚木・赤羽支部

第３位 269 成田　聡 ナリタ　ソウ 東京城南川崎支部

優勝 293 荻田　健伸 オギタ　ケンシン 世田谷・杉並支部

準優勝 287 山中　琥太郎 ヤマナカ　コタロウ 東京中野道場

優勝 305 吉川　幸輝 ヨシカワ　コウキ 神奈川東横浜支部

準優勝 294 柴田　拓弥 シバタ　タクヤ 東京東支部

第３位 299 内田　世 ウチダ　セイ 東京城南川崎支部

第３位 301 島野　虎太郎 シマノ　コタロウ 東京佐伯道場

優勝 323 金久保　寛朗 カナクボ　トモロウ 埼玉武蔵支部

準優勝 312 石川　輝 イシカワ　アキラ 東京東支部

第３位 306 相田　裕一郎 アイダ　ユウイチロウ 東京佐伯道場

第３位 315 山下　エイデン ヤマシタ　エイデン 東京佐伯道場

ベスト８ 309 田野　修治 タノ　シュウジ 埼玉中央道場

ベスト８ 314 戸國　盛義 トクニ　モリヨシ 吉祥寺杉原道場

ベスト８ 318 塚月　日陽 ツカツキ　ヒョウ 東京お茶の水支部

ベスト８ 319 山本　龍馬 ヤマモト　リョウマ 東京佐伯道場

小学2年生男子　ルーキー

小学2年生男子　ホープ

小学2年生男子　チャレンジ

小学2年生男子　エキスパート

小学3年生男子　デビュー

小学3年生男子　ルーキー
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優勝 354 佐藤　丈 サトウ　ジョウ 厚木・赤羽支部

準優勝 339 原　一真 ハラ　カズマ 神奈川東横浜支部

第３位 331 志村　羚 シムラ　レイ 東京東支部

第３位 345 広重　翔太 ヒロシゲ　ショウタ 埼玉中央道場

ベスト８ 324 石川　斗眞 イシカワ　トウマ 千葉南支部

ベスト８ 334 五十嵐　和輝 イガラシ　カズキ 埼玉中央道場

ベスト８ 342 宮崎　心太 ミヤザキ　シンタ 東京東支部

ベスト８ 351 渡辺　忠明 ワタナベ　タダアキ 東京城南川崎支部

優勝 381 西園　司 ニシゾノ　ツカサ 東京佐伯道場

準優勝 367 渡辺　一心 ワタナベ　イッシン 茨城県央支部

第３位 361 井上　瑠偉 イノウエ　ルイ 東京ベイ港支部

第３位 369 柴田　裕生 シバタ　ユウセイ 東京ベイ港支部

優勝 382 梅澤　京世 ウメザワ　キョウセイ 神奈川東横浜支部

準優勝 397 林　類稀 ハヤシ　ルイキ 東京中野道場

第３位 391 七野　歩真 シチノ　アユマ 埼玉中央道場

第３位 394 石原　遼斗 イシハラ　ハルト 東京東支部

優勝 406 樋口　優太 ヒグチ　ユウタ 東京城南川崎支部

準優勝 403 安岡　莉津 ヤスオカ　リツ 目白道場

優勝 416 加藤　立志 カトウ　リッシ 東京城南川崎支部

準優勝 412 平山　慎一郎 ヒラヤマ　シンイチロウ 東京城南川崎支部

第３位 410 河合　稟蔵 カワイ　リンゾウ 世田谷・杉並支部

第３位 414 梅國　功祐 ウメクニ　コウスケ 千葉南支部

優勝 419 敦見　亮哉 アツミ　リョウヤ 世田谷・杉並支部

準優勝 432 勝俣　佑哉 カツマタ　ユウヤ 西神奈川支部

第３位 424 堀口　来希 ホリグチ　ライキ 埼玉武蔵支部

第３位 426 伊東　祐成 イトウ　ユウセイ 総本部道場

ベスト８ 417 鶴岡　大政 ツルオカ　ヒロマサ 東京城南川崎支部

ベスト８ 421 津坂　直哉 ツサカ　ナオヤ 正伝流空手道中村道場

ベスト８ 428 山崎　隼生 ヤマザキ　ジュンセイ 埼玉中央道場

ベスト８ 430 平野　雅以斗 ヒラノ　カイト 埼玉中央道場

小学3年生男子　チャレンジ

小学3年生男子　エキスパート

小学4年生男子　デビュー

小学4年生男子　ルーキー

小学4年生男子　ホープ

小学3年生男子　ホープ
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優勝 442 藤野　丈之介 フジノ　ジョウノスケ 東京中野道場

準優勝 433 加藤　竜成 カトウ　リョウセイ 川崎東湘南支部

第３位 440 安村　昌真 ヤスムラ　ショウマ 埼玉中央道場

第３位 448 板垣　修吾 イタガキ　シュウゴ 厚木・赤羽支部

優勝 453 神保　昌吾 ジンボ　ショウゴ 東京中野道場

準優勝 459 内藤　陸仁 ナイトウ　リクト 東京城南川崎支部

第３位 455 大沢　彪 オオサワ　ヒュウ 東京ベイ港支部

第３位 468 山口　諒 ヤマグチ　リョウ 東京東支部

優勝 472 横田　瑠依 ヨコタ　ルイ 厚木・赤羽支部

準優勝 469 村山　奈響 ムラヤマ　ダイキ 厚木・赤羽支部

優勝 477 桑原　春馬 クワハラ　ハルマ 東京東支部

準優勝 479 笹川　晃平 ササガワ　コウヘイ 東京北西支部

第３位 474 宮﨑　剛 ミヤザキ　タケル 埼玉中央道場

第３位 481 前田　逢翔 マエダ　アイト 厚木・赤羽支部

優勝 490 阪野　滉太 バンノ　コウタ 東京城南川崎支部

準優勝 485 吉田　淳之介 ヨシダ　ジュンノスケ 東京ベイ港支部

第３位 488 アニャウ　プレシャス周平 アニャウ　プレシャスシュヘイ 吉祥寺杉原道場

第３位 494 金井　勇人 カナイ　ユウト 群馬支部

ベスト８ 483 櫻井　莉玖斗 サクライ　リクト 東京城南川崎支部

ベスト８ 486 浅井　瑛登 アサイ　エイト 群馬支部

ベスト８ 492 福原　諒一 フクハラ　リョウイチ 埼玉中央道場

ベスト８ 497 野口　壮太 ノグチ　ソウタ 埼玉中央道場

優勝 510 門間　楓 モンマ　カエデ 埼玉中央道場

準優勝 499 高田　海都 タカダ　カイト 厚木・赤羽支部

小学4年生男子　チャレンジ

小学4年生男子　エキスパート

小学5年生男子　デビュー

小学5年生男子　ルーキー

小学5年生男子　ホープ

小学5年生男子　チャレンジ29

28

27

26

25

24



第7回総本部錬成大会 入賞者一覧 2017年2月5日開催

階級
No.

トーナメント階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名

優勝 538 三田　煌恭 ミタ　コウスケ 世田谷・杉並支部

準優勝 533 吉永　聡達 ヨシナガ　ソウタツ 東京東支部

第３位 517 高橋　耕介 タカハシ　コウスケ 群馬支部

第３位 551 渡邊　大介 ワタナベ　ダイスケ 東京城南川崎支部

ベスト８ 546 原　弘樹 ハラ　ヒロキ 東京城南川崎支部

ベスト８ 545 塚本　慶次郎 ツカモト　ケイジロウ 世田谷・杉並支部

ベスト８ 523 小林　翔 コバヤシ　カケル 神奈川東横浜支部

ベスト８ 522 臼井　英胤 ウスイ　ヒデタネ 東京佐伯道場

31 小学6年生男子　ルーキー 優勝 557 冨澤　空哉 トミザワ　クウヤ 群馬支部

優勝 566 坂本　鉄芯 サカモト　テッシン 東京東支部

準優勝 560 佐藤　芯亮 サトウ　シンスケ 東京お茶の水支部

第３位 562 氣多　才蔵 キタ　サイゾウ 埼玉中央道場

第３位 569 小島　平汰 コジマ　ヘイタ 東京ベイ港支部

優勝 577 板垣　良真 イタガキ　リョウマ 厚木・赤羽支部

準優勝 573 黒川　謙心 クロカワ　ケンシン 総本部道場

優勝 590 佐藤　優成 サトウ　ユウセイ 東京城南川崎支部

準優勝 583 小野寺　正太郎 オノデラ　ショウタロウ 東京北西支部

第３位 589 成田　晃誠 ナリタ　コウセイ 東京城南川崎支部

第３位 596 古舘　弘光 フルタチ　コウキ 総本部道場

優勝 605 永﨑　愛衣子 ナガサキ　アイコ 東京中野道場

準優勝 602 佐藤　理桜 サトウ　リオ 東京城南川崎支部

優勝 608 早乙女　叶恵 サオトメ　カナメ 東京城南川崎支部

準優勝 610 鈴木　海音 スズキ　ミオン 東京東支部

優勝 616 山中　友結香 ヤマナカ　ユイカ 東京ベイ港支部

準優勝 613 内田　乃愛 ウチダ　ノア 東京東支部

38 小学1年生女子　エキスパート 優勝 621 小嶋　萌子 コジマ　モコ 埼玉中央道場

優勝 627 前野　姫輝 マエノ　ヒメキ 厚木・赤羽支部

準優勝 625 小川　ののか オガワ　ノノカ 厚木・赤羽支部

優勝 633 渡辺　茉愛 ワタナベ　マツリ 東京東支部

準優勝 629 小磯　有紀 コイソ　ユウキ 東京城南川崎支部

41 小学2年生女子　ホープ 優勝 636 有延　美咲 アリノブ　ミサキ 神奈川東横浜支部

小学6年生男子　ホープ

小学6年生男子　チャレンジ

小学6年生男子　エキスパート

小学1年生女子　デビュー

小学1年生女子　ルーキー

小学1年生女子　ホープ

小学2年生女子　デビュー

小学2年生女子　ルーキー

小学5年生男子　エキスパート
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トーナメント階級名 順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 所属団体道場名

42 小学2年生女子　エキスパート 優勝 640 鈴木　彩香 スズキ　アヤカ 神奈川東横浜支部

優勝 645 佐藤　優奈 サトウ　ユウナ 神奈川東横浜支部

準優勝 642 赤羽根　麗菜 アカバネ　レナ 直心塾

44 小学3年生女子　ルーキー 優勝 647 渡邉　彩愛 ワタナベ　サエ 群馬支部

45 小学3年生女子　ホープ 優勝 648 角原　杏 カクハラ　アン 東京城南川崎支部

46 小学3年生女子　チャレンジ 優勝 655 島田　彩愛 シマダ　サエ 川崎東湘南支部

47 小学3年生女子　エキスパート 優勝 660 反町　友喜 ソリマチ　ユウキ 群馬支部

48 小学4年生女子　デビュー 優勝 663 濱本　和佳奈 ハマモト　ワカナ 吉祥寺杉原道場

優勝 665 角　愛梨 スミ　アイリ 東京城南川崎支部

準優勝 666 浜野　葵 ハマノ　アオイ 東京東支部

優勝 669 滝本　真央 タキモト　マオ 西神奈川支部

準優勝 673 鳥越　柑那 トリゴエ　カンナ 東京お茶の水支部

51 小学4年生女子　チャレンジ 優勝 677 住永　采花 スミナガ　コトカ 東京佐伯道場

52 小学4年生女子　エキスパート 優勝 684 小嶺　心町 コミネ　コマチ 総本部道場

優勝 685 横田　芽依 ヨコタ　メイ 厚木・赤羽支部

準優勝 689 早坂　奏美 ハヤサカ　カナミ 東京東支部

優勝 696 大西　月稀 オオニシ　ツキ 東京東支部

準優勝 691 村上　葉月 ムラカミ　ハルナ 群馬支部

55 小学5年生女子　チャレンジ 優勝 697 知久　ユメエレイン チキュウ　ユメエレイン 東京城南川崎支部

優勝 709 鈴木　未紘 スズキ　ミヒロ 厚木・赤羽支部

準優勝 705 矢野　美里 ヤノ　ミサト 世田谷・杉並支部

57 小学6年生女子　ルーキー 優勝 710 天童　颯夏 テンドウ　サツカ 東京城南川崎支部

58 小学6年生女子　ホープ 優勝 713 吉岡　唯月 ヨシオカ　イツキ 埼玉中央道場

59 小学6年生女子　チャレンジ 優勝 717 植松　美結 ウエマツ　ミユ 群馬支部

60 小学6年生女子　エキスパート 優勝 723 澤井　珠朱 サワイ　シュシュ 東京城南川崎支部

優勝 728 坂本　翔 サカモト　ショウ 厚木・赤羽支部

準優勝 724 陣内　友也 ジンナイ　トモヤ 東京城南川崎支部

優勝 745 澤下　陽一 サワシタ　ヨウイチ 東京東支部

準優勝 741 鈴木　小次廊 スズキ　コジロウ 西神奈川支部

第３位 737 玉木　潤一 タマキ　ジュンイチ 東京ベイ港支部

第３位 750 有延　流星 アリノブ　リュウセイ 神奈川東横浜支部

小学5年生女子　ルーキー

小学5年生女子　ホープ

小学5年生女子　エキスパート

中学生男子軽量級　チャレンジ

中学生男子軽量級　エキスパート

小学4年生女子　ホープ

小学3年生女子　デビュー

小学4年生女子　ルーキー

50

49

43

62

61

56

54

53
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63 中学生男子重量級　デビュー 優勝 752 前橋　和成 マエバシ　カズナリ 東京お茶の水支部

64 中学生男子重量級　チャレンジ 優勝 755 須藤　新太郎 ストウ　シンタロウ 正伝流空手道中村道場

優勝 768 中村　武蔵 ナカムラ　ムサシ 東京城南川崎支部

準優勝 761 山田　雄介 ヤマダ　ユウスケ 東京城南川崎支部

66 中学生女子　チャレンジ 優勝 770 笠谷　舞 カサタニ　マイ 埼玉中央道場

67 中学生女子　エキスパート 優勝 779 梅澤　彩音 ウメザワ　アヤネ 神奈川東横浜支部

優勝 780 中島　勇弥 ナカジマ　ユウヤ 埼玉中央道場

準優勝 784 中多　海人 ナカタ　カイト 東京城南川崎支部

69 高校生男子軽量級　チャレンジ 優勝 786 宮崎　響 ミヤザキ　ヒビキ 神奈川東横浜支部

70 高校生男子軽量級　エキスパート 優勝 789 増田　青空 マスダ　アオゾラ 茨城県央支部

優勝 792 水地　春暁 スイチ　ハルアキ 東京佐伯道場

準優勝 793 高橋　頸人 タカハシ　ケイト 厚木・赤羽支部

72 高校生男子重量級　チャレンジ 優勝 795 Kabirov　Artur カビロフ　アルトュル 東京ベイ港支部

73 高校生男子重量級　エキスパート 優勝 798 藤島　創太 フジシマ　ソウタ 埼玉武蔵支部

74 高校生女子　エキスパート 優勝 799 小嶋　夏鈴 コジマ　カリン 東京東支部

優勝 803 和田　欣大 ワダ　ヨシヒロ 千葉南支部

準優勝 808 渡辺　椋太 ワタナベ　リョウタ 世田谷・杉並支部

76 シニア男子20'S軽量級　デビュー 優勝 815 稲田　哲也 イナダ　テツヤ 東京ベイ港支部

77 シニア男子20'S軽量級　ルーキー 優勝 817 大畑　雅彦 オオハタ　マサヒコ 東京佐伯道場

78 シニア男子20'S軽量級　チャレンジ 優勝 820 藤村　憲章 フジムラ　カズキ 世田谷・杉並支部

79 シニア男子20'S重量級　デビュー 優勝 822 二口　龍之介 フタクチ　リュウノスケ 東京お茶の水支部

80 シニア男子20'S重量級　チャレンジ 優勝 826 富口　泰明 トミグチ　ヤスアキ 埼玉中央道場

優勝 833 林　裕隆 ハヤシ　ユタカ 東京中野道場

準優勝 827 堀江　裕樹 ホリエ　ユウキ 茨城県央支部

82 シニア男子30'S軽量級　ルーキー 優勝 834 渡部　直樹 ワタナベ　ナオキ 厚木・赤羽支部

優勝 843 江口　功二 エグチ　コウジ 吉祥寺杉原道場

準優勝 839 遠藤　日出俊 エンドウ　ヒデトシ 神奈川東横浜支部

84 シニア男子30'S軽量級　エキスパート 優勝 845 永井　佑育 ナガイ　ユウスケ 厚木・赤羽支部

優勝 850 進藤　隆一 シンドウ　リュウイチ 東京北西支部

準優勝 852 富樫　隼人 トガシ　ハヤト 東京中野道場

86 シニア男子30'S重量級　チャレンジ 優勝 856 大谷　智通 オオタニ　トモミチ 東京お茶の水支部

シニア男子30'S重量級　ルーキー

シニア男子30'S軽量級　チャレンジ

中学生男子重量級　エキスパート

高校生男子軽量級　ルーキー

高校生男子重量級　ルーキー

U-22男子　エキスパート

シニア男子30'S軽量級　デビュー

71

68

65

85

83

81

75
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87 シニア男子30'S重量級　エキスパート 優勝 857 関　周作 セキ　シュウサク 東京東支部

優勝 864 山中　仁 ヤマナカ　ヒトシ 群馬支部

準優勝 862 根岸　謙太郎 ネギシ　ケンタロウ 茨城県央支部

優勝 869 西園　聖 ニシゾノ　ヒジリ 東京佐伯道場

準優勝 867 松尾　公智 マツオ　　マサトモ 正伝流空手道中村道場

優勝 883 小林　朗 コバヤシ　アキラ 東京佐伯道場

準優勝 873 並木　雄一 ナミキ　ユウイチ 群馬支部

第３位 879 辻　照彦 ツジ　テルヒコ 吉祥寺杉原道場

第３位 886 村上　和徳 ムラカミ　カズノリ 世田谷・杉並支部

優勝 888 豊島　典之 トヨシマ　ノリユキ 東京城南川崎支部

準優勝 903 田中　新一郎 タナカ　シンイチロウ 世田谷・杉並支部

第３位 893 貝沼　幸次 カイヌマ　コウジ 東京城南川崎支部

第３位 898 志々目　隆司 シシメ　タカシ 神奈川東横浜支部

優勝 913 善如寺　信哉 ゼンニョジ　シンヤ 群馬支部

準優勝 909 木下　竜次 キノシタ　リュウジ 世田谷・杉並支部

第３位 907 瀬川　竜也 セガワ　タツヤ 東京城南川崎支部

第３位 911 安村　禎明 ヤスムラ　ヨシアキ 埼玉中央道場

優勝 915 楢崎　昭仁 ナラザキ　アキヒト 東京城南川崎支部

準優勝 917 ロジャー　ラウザー ロジャー　ラウザー 東京佐伯道場

優勝 918 村上　望 ムラカミ　ノゾム 東京佐伯道場

準優勝 928 矢部　寿 ヤベ　ヒサシ 東京城南川崎支部

優勝 942 只石　昌幸 タダイシ　マサユキ 世田谷・杉並支部

準優勝 930 鎮目　英大 シズメ　ヒデヒロ 東京佐伯道場

96 シニア男子50'S軽量級　デビュー 優勝 945 宮本　啓之 ミヤモト　ヒロユキ 吉祥寺杉原道場

97 シニア男子50'S軽量級　ルーキー 優勝 946 宮本　順一郎 ミヤモト　ジュンイチロウ 東京佐伯道場

98 シニア男子50'S軽量級　チャレンジ 優勝 953 能代　維英 ノシロ　マサエイ 世田谷・杉並支部

優勝 967 西山　和彦 ニシヤマ　カズヒコ 神奈川東横浜支部

準優勝 960 小野田　淳一 オノダ　ジュンイチ 東京佐伯道場

優勝 968 菅野　浩司 カンノ　コウジ 厚木・赤羽支部

準優勝 972 三浦　和明 ミウラ　カズアキ 厚木・赤羽支部

101 シニア男子50'S重量級　チャレンジ 優勝 973 古川　正明 フルカワ　マサアキ 神奈川東横浜支部

シニア男子40'S軽量級　デビュー

シニア男子40'S軽量級　ルーキー

シニア男子40'S軽量級　チャレンジ

シニア男子40'S軽量級　エキスパート

シニア男子40'S重量級　デビュー

シニア男子40'S重量級　ルーキー

シニア男子40'S重量級　チャレンジ

シニア男子40'S重量級　エキスパート

シニア男子50'S軽量級　エキスパート

シニア男子50'S重量級　ルーキー100

99
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90
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88
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102 シニア男子50'S重量級　エキスパート 優勝 980 山田　まれお ヤマダ　マレオ 東京城南川崎支部

103 シニア男子60'S軽量級　エキスパート 優勝 981 相澤　好男 アイザワ　ヨシオ 東京佐伯道場

104 シニア男子60'S重量級　エキスパート 優勝 984 内山　貴詞 ウチヤマ　タカシ 千葉南支部

105 シニア女子30'S軽量級　チャレンジ 優勝 989 安岡　由紀 ヤスオカ　ユキ 目白道場

106 シニア女子30'S重量級　チャレンジ 優勝 991 長嶋　寿々子 ナガシマ　スズコ 千葉北支部

優勝 996 内山　千織 ウチヤマ　チオリ 千葉南支部

準優勝 993 西原　利恵 ニシハラ　トシエ 神奈川東横浜支部

108 シニア女子40'S～60'S軽量級　チャレンジ 優勝 1001 尾形　昌美 オガタ　マサミ 神奈川東横浜支部

109 シニア女子40'S～60'S重量級　チャレンジ 優勝 1004 髙城　恵子 タカシロ　ケイコ 正伝流空手道中村道場

110 シニア女子40'S～60'S重量級　エキスパート 優勝 1006 山崎　麻由 ヤマザキ　マユ 埼玉武蔵支部

シニア女子40'S～60'S軽量級　デビュー107


