
第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 10 山下　花 ヤマシタ　ハナ 吉田塾

準優勝 1 福原　悠臣 フクハラ　ハルオミ 東京城南川崎支部

第3位 6 佐藤　惺 サトウ　シズカ 厚木・赤羽支部

第3位 15 金　雨墨 キン　アスミ 東京東支部

優勝 16 佐野　颯 サノ　ハヤテ 東京目白道場

準優勝 33 赤木　朝日 アカギ　アサヒ 東京城南川崎支部

第3位 27 山中　璃音 ヤマナカ　リン 東京中野道場

第3位 39 小森　悠己 コモリ　ユウキ 東京東支部

第5位 20 川口　裕次郎 カワグチ　ユウジロウ 東京城南川崎支部

第5位 22 浅沼　天 アサヌマ　テン 東京東支部

第5位 28 李　悦然 リ　エツゼン 東京東支部

第5位 36 中尾　丞星郎 ナカオ　ジョウシロウ 東京東支部

優勝 46 金城　健永 カネシロ　ケンエイ 吉田塾

準優勝 56 鄭　皓文 テイ　コウブン 東京東支部

第3位 40 藤嶋　啓介 フジシマ　ケイスケ 東京東支部

第3位 49 小原　将輝 コハラ　ショウキ 厚木・赤羽支部

第5位 42 須藤　あかり スドウ　アカリ 吉田塾

第5位 45 KIM　ROY キム　ロイ 東京ベイ港支部

第5位 50 内野　暁斗 ウチノ　アキト 東京城南川崎支部

第5位 52 山村　龍生 ヤマムラ　タツキ 東京城南川崎支部

優勝 67 早坂　飛侑駕 ハヤサカ　ヒュウガ 千葉北支部

準優勝 66 赤井　駿亮 アカイ　シュンスケ 極真会館　神奈川県井上道場

第3位 57 林　姫菜 ハヤシ　ヒメナ 東京中野道場

第3位 73 松尾　優希 マツオ　マサキ 世田谷・杉並支部

第5位 60 川島　伶桜 カワシマ　レオ 世田谷・杉並支部

第5位 62 小林　美結 コバヤシ　ミユ 世田谷・杉並支部

第5位 71 相馬　竜玖 ソウマ　タツヒサ 埼玉中央道場

第5位 77 前野　光我 マエノ　コウガ 厚木・赤羽支部

優勝 79 本田　薫平 ホンダ　クンペイ 吉田塾

準優勝 89 長谷川　陽祐 ハセガワ　ヨウスケ 極真拳武會　さいたま浦和支部

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
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第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 94 伊藤　鳳珀 イトウ　タカハク 世田谷・杉並支部

準優勝 116 津田　照大 ツダ　ショウタ 東京佐伯道場

第3位 102 馬場　大和 ババ　ヤマト 東京お茶の水支部

第3位 106 國松　杏吏 クニマツ　アンリ 東京中野道場

第5位 96 鈴木　玲煌 スズキ　レオ 埼玉中央道場

第5位 105 渡辺　一真 ワタナベ　カズマ 東京城南川崎支部

第5位 111 ゴーホアン　建太 ゴーホアン　ケンタ 埼玉中央道場

第5位 112 丹澤　華日 タンザワ　ハナビ 世田谷・杉並支部

優勝 127 杉山　隆河 スギヤマ　リュウガ 埼玉中央道場

準優勝 132 瀧口　陽斗 タキグチ　ハルト 吉田塾

第3位 119 庄司　珂亜斗 ショウジ　カアト 東京ベイ港支部

第3位 142 望月　悠心 モチヅキ　ユウシン 世田谷・杉並支部

第5位 122 成田　挑 ナリタ　イドム 東京城南川崎支部

第5位 130 阪本　愛斗 サカモト　マナト 東京お茶の水支部

第5位 134 武藤　廣祐 ムトウ　コウスケ 埼玉中央道場

第5位 140 松本　祐典 マツモト　ユウスケ 東京佐伯道場

優勝 147 武田　世海 タケダ　セカイ 東京東支部

準優勝 151 渡辺　蓮 ワタナベ　レン 東京東支部

第3位 148 中村　逢太 ナカムラ　オウタ 東京東支部

第3位 144 水野　博文 ミズノ　ヒロフミ 東京目白道場

優勝 157 大井　鼓哲太 オオイ　コテッタ 龍拳會

準優勝 163 木村　蓮 キムラ　レン 東京東支部

10 小学1年生男子　エキスパート 優勝 169 小泉　空 コイズミ　ソラ 東京城南川崎支部

優勝 179 小原　大輝 コハラ　タイキ 厚木・赤羽支部

準優勝 173 川田　悠翔 カワタ　ユウト 厚木・赤羽支部

第3位 177 高松　澪寛 タカマツ　レトラ 東京東支部

第3位 185 菅野　陽仁 スガノ　ハルト 光が丘道場

第5位 171 吉沢　太希 ヨシザワ　タイキ 埼玉武蔵支部

第5位 175 清水　康太 シミズ　コウタ 極真会館　東京都広尾道場

第5位 180 徳田　悠星 トクダ　ユウセイ 埼玉山本道場

第5位 183 井澤　海十 イザワ　カイト 埼玉中央道場

小学1年生男子　チャレンジ

小学1年生男子　ホープ

小学2年生男子　デビュー

小学1年生男子　デビュー

小学1年生男子　ルーキー
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第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 187 一ノ瀬　蓮介 イチノセ　レンスケ 東京東支部

準優勝 207 石毛　寛 イシゲ　カン 厚木・赤羽支部

第3位 192 齋藤　成汰 サイトウ　セイタ 世田谷・杉並支部

第3位 198 中島　岳大 ナカジマ　タケヒロ 世田谷・杉並支部

第5位 190 津國　惇宏 ツノクニ　アツヒロ 世田谷・杉並支部

第5位 195 大野田　琉希 オオノダ　リュウキ 埼玉武蔵支部

第5位 201 奥野　健太 オクノ　ケンタ 佐々木道場

第5位 203 竹田　獅琉 タケダ　シリュウ 世田谷・杉並支部

優勝 221 川名　一丸 カワナ　イチマル 神奈川東横浜支部

準優勝 216 物永　正史 モノエイ　マサシ 正伝流空手道中村道場

第3位 211 奈須　智史 ナス　サトシ 東京ベイ港支部

第3位 224 菅原　虹太 スガハラ　コウタ 東京中野道場

第5位 208 杉本　健真 スギモト　ケンシン 東京城南川崎支部

第5位 213 山村　孝太朗 ヤマムラ　コウタロウ 東京城南川崎支部

第5位 219 澤田　和樹 サワダ　カズキ 安廣道場

第5位 228 金　子越 キン　コエツ 東京東支部

優勝 234 嶋　楓生 シマ　フウキ 東京城南川崎支部

準優勝 247 前田　逞翔 マエダ　タクト 厚木・赤羽支部

第3位 233 神谷　太頼 カミヤ　タイラ 東京ベイ港支部

第3位 242 日隈　伊吹 ヒグマ　イブキ 東京城南川崎支部

優勝 257 金森　一郎 カナモリ　イチロウ 厚木・赤羽支部

準優勝 253 吉永　翔陽 ヨシナガ　ショウヨウ 東京東支部

優勝 263 荒木　壮聡 アラキ　ソウシ 光が丘道場

準優勝 265 吉野　健丸 ヨシノ　タケマル 東京東支部

優勝 280 平山　蒼 ヒラヤマ　ソウ 厚木・赤羽支部

準優勝 269 村澤　幸龍 ムラサワ　ユヅル 東京佐伯道場

第3位 271 中島　翼 ナカジマ　ツバサ 厚木・赤羽支部

第3位 275 松澤　源心 マツザワ　ゲンシン 東京東支部

小学2年生男子　ルーキー12

16 小学3年生男子　デビュー

17 小学3年生男子　ルーキー

小学2年生男子　ホープ

14 小学2年生男子　チャレンジ

15 小学2年生男子　エキスパート
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第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 298 迫地　航大 サコチ　コウダイ 世田谷・杉並支部

準優勝 283 星野　航輝 ホシノ　コウキ 埼玉山本道場

第3位 287 中田　曉 ナカダ　アキラ 総本部道場

第3位 299 二宮　悠暉 ニノミヤ　ハルキ 埼玉中央道場

第5位 284 美濃島　楽 ミノシマ　ガク 埼玉中央道場

第5位 292 滝本　善啓 タキモト　ヨシヒロ 西神奈川支部

第5位 293 五十嵐　愛翔 イガラシ　マナト 東京東支部

第5位 305 森本　瑠夏 モリモト　ルカ 神奈川東横浜支部

優勝 315 寺澤　翼 テラサワ　ツバサ 総本部道場

準優勝 324 平山　幸祐 ヒラヤマ　コウスケ 総本部道場

第3位 306 上田　シャリフ龍三 ウエダ　シャリフリュウゾウ 東京中野道場

第3位 316 藤井　瑠希也 フジイ　ルキヤ 東京中野道場

優勝 340 青木　駿佑 アオキ　シュンスケ 東京城南川崎支部

準優勝 332 小倉　康太郎 オグラ　コウタロウ 厚木・赤羽支部

第3位 325 小林　幸太郎 コバヤシ　コウタロウ 世田谷・杉並支部

第3位 336 熊谷　健太 クマガイ　ケンタ 東京ベイ港支部

21 小学4年生男子　デビュー 優勝 343 山田　陽翔 ヤマダ　ハルト 東京城南川崎支部

優勝 349 日暮　祥大 ヒグラシ　ショウタ 千葉南支部

準優勝 345 茂手木　秀明 モテギ　ヒデアキ 東京中野道場

優勝 357 鈴木　瑛太 スズキ　エイタ 東京城南川崎支部

準優勝 360 川上　輝海 カワカミ　コウ 茨城県央支部

第3位 354 谷口　太洋 タニグチ　タイヨウ 群馬支部

第3位 364 小堺　遼 コザカイ　リョウ 世田谷・杉並支部

第5位 351 横山　凱大 ヨコヤマ　カイト 千葉北支部

第5位 358 黛　伊吹 マユズミ　イブキ 茨城県央支部

第5位 362 大伯　竜万 オオハク　タツマ 千葉南支部

第5位 368 小野田　壮琉 オノダ　タケル 東京城南川崎支部

優勝 370 録田　拓樹 ロクタ　ヒロキ 茨城県央支部

準優勝 377 福光　隼純 フクミツ　ハヤト 総本部道場

小学4年生男子　ルーキー

小学3年生男子　ホープ

22

18

19 小学3年生男子　チャレンジ

20 小学3年生男子　エキスパート

23 小学4年生男子　ホープ

24 小学4年生男子　チャレンジ



第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 410 北嶋　儀道 キタジマ　ヨシミチ 東京城南川崎支部

準優勝 397 佐藤　大成 サトウ　タイセイ 埼玉中央道場

第3位 400 中島　俊太 ナカシマ　シュンタ 東京東支部

第3位 385 上田　慶 ウエダ　ケイ 茨城県央支部

優勝 414 八木　俊輔 ヤギ　シュンスケ 東京城南川崎支部

準優勝 412 曽田　昂佑 ソダ　コウスケ 東京城南川崎支部

優勝 415 海老原　昊 エビハラ　ソラ 千葉北支部

準優勝 427 櫻井　眞那斗 サクライ　マナト 東京城南川崎支部

第3位 420 出目　哲哉 デメ　テツヤ 東京東支部

第3位 425 北須賀　允 キタスガ　マコト 東京城南川崎支部

優勝 434 吉岡　虎亮 ヨシオカ　トラノスケ 埼玉山本道場

準優勝 435 原田　勇吹 ハラダ　イブキ 埼玉山本道場

優勝 469 山田　祐輝 ヤマダ　ユウキ 東京東支部

準優勝 440 石原　遼斗 イシハラ　ハルト 東京東支部

第3位 458 中村　浩樹 ナカムラ　ヒロキ 厚木・赤羽支部

第3位 447 冨山　未来斗 トミヤマ　ミクト 吉田塾

30 小学6年生男子　デビュー 優勝 470 鈴木　昊晴 スズキ　コウセイ 千葉南支部

優勝 475 松澤　貫生 マツザワ　カンキ 東京東支部

準優勝 476 坂田　惇浩 サカタ　アツヒロ 湘南支部

32 小学6年生男子　チャレンジ 優勝 479 澤田　翔 サワダ　ショウ 安廣道場

優勝 493 神保　昌吾 ジンボ　ショウゴ 東京中野道場

準優勝 492 小見　和寅 コミ　カズトラ 埼玉中央道場

第3位 498 真保　文四郎 シンポ　ブンシロウ 東京ベイ港支部

第3位 487 横田　陸 ヨコタ　リク 東京東支部

優勝 505 矢部　美嘉 ヤベ　ミカ 厚木・赤羽支部

準優勝 503 斉藤　碧彩 サイトウ　アオイ 東京東支部

優勝 506 寺岡　真由莉 テラオカ　マユリ 東京佐伯道場

準優勝 509 松澤　鈴乃 マツザワ　スズノ 東京東支部

36 小学1年生女子　ホープ 優勝 512 柏木　陽菜 カシワギ　ヒナ 西神奈川支部

37 小学1年生女子　エキスパート 優勝 515 澤井　歌流 サワイ　ウル 東京城南川崎支部

38 小学2年生女子　ルーキー 優勝 516 髙橋　美音 タカハシ　ミオン 湘南支部

小学1年生女子　デビュー

小学5年生男子　ホープ

小学5年生男子　チャレンジ

小学5年生男子　エキスパート

28

27

34

29

25 小学4年生男子　エキスパート

26 小学5年生男子　デビュー

31 小学6年生男子　ホープ

33 小学6年生男子　エキスパート

35 小学1年生女子　ルーキー



第8回総本部錬成大会 入賞者一覧 2019年3月21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 524 飯田　深愛 イイダ　ミア 東京東支部

準優勝 520 山本　日菜 ヤマモト　ヒナ 埼玉山本道場

40 小学2年生女子　チャレンジ 優勝 525 稲　桜子 イネ　サクラコ 厚木・赤羽支部

41 小学2年生女子　エキスパート 優勝 529 鈴木　成実 スズキ　ナルミ 厚木・赤羽支部

42 小学3年生女子　デビュー 優勝 532 竹田　梓乃 タケダ　シノ 世田谷・杉並支部

43 小学3年生女子　ルーキー 優勝 534 深水　菜都 フカミズ　ナツ 東京佐伯道場

44 小学3年生女子　チャレンジ 優勝 540 山中　友結香 ヤマナカ　ユイカ 東京ベイ港支部

45 小学3年生女子　エキスパート 優勝 549 小嶋　萌子 コジマ　モコ 埼玉山本道場

優勝 554 杉山　ろみ スギヤマ　ロミ 埼玉中央道場

準優勝 551 川上　新 カワカミ　アラタ 総本部道場

47 小学4年生女子　ホープ 優勝 558 塚越　陽菜子 ツカゴシ　ヒナコ 千葉北支部

優勝 562 児玉　琉莉 コダマ　ルリ 厚木・赤羽支部

準優勝 566 鈴木　彩香 スズキ　アヤカ 神奈川東横浜支部

49 小学5年生女子　デビュー 優勝 569 石川　紗羅 イシカワ　サラ 東京城南川崎支部

50 小学5年生女子　チャレンジ 優勝 571 原田　梨津 ハラダ　リツ 厚木・赤羽支部

優勝 575 澤井　ナノ サワイ　ナノ 東京城南川崎支部

準優勝 576 星　芽里 ホシ　メイリ 東京目白道場

52 小学6年生女子　ルーキー 優勝 582 貫　結菜 ヌキ　ユイナ 栃木支部

53 小学6年生女子　チャレンジ 優勝 583 菊池　弘慧 キクチ　コウエイ 東京城南川崎支部

54 小学6年生女子　エキスパート 優勝 590 村林　千紘 ムラバヤシ　チヒロ 東京城南川崎支部

55 中学生男子軽量級　チャレンジ 優勝 593 横田　瑠依 ヨコタ　ルイ 厚木・赤羽支部

56 中学生男子軽量級　エキスパート 優勝 599 佐藤　颯人 サトウ　ハヤト 極真会館　東京都佐藤道場

57 中学生男子重量級　デビュー 優勝 601 田沼　心輔 タヌマ　シンスケ 東京目白道場

優勝 608 高橋　耕介 タカハシ　コウスケ 群馬支部

準優勝 610 込山　瑠 コミヤマ　ルイ 埼玉中央道場

59 中学生女子　ホープ 優勝 614 毛塚　碧依 ケヅカ　アオイ 東京東支部

60 中学生女子　チャレンジ 優勝 618 横田　芽依 ヨコタ　メイ 厚木・赤羽支部

優勝 619 鈴木　未紘 スズキ　ミヒロ 厚木・赤羽支部

準優勝 627 澤井　珠朱 サワイ　シュシュ 東京城南川崎支部

62 高校生男子軽量級　エキスパート 優勝 628 加藤　徳将 カトウ　ノリマサ 世田谷・杉並支部

63 高校生男子重量級　エキスパート 優勝 634 吉岡　敏輝 ヨシオカ　トシキ 千葉北支部

小学4年生女子　エキスパート

小学5年生女子　エキスパート

小学2年生女子　ホープ

小学4年生女子　ルーキー

中学生男子重量級　エキスパート

中学生女子　エキスパート61

58

46

39

48

51
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64 高校生女子　エキスパート 優勝 638 角川　夏海 ツノカワ　ナツミ 東京東支部

65 U-22男子　エキスパート 優勝 639 澤井　天心 サワイ　テンシン 東京城南川崎支部

66 シニア男子20'S　チャレンジ 優勝 645 佐藤　龍介 サトウ　リュウスケ 総本部道場

優勝 646 藤井　圭太 フジイ　ケイタ 東京中野道場

準優勝 650 深山　拓 ミヤマ　タク 東京城南川崎支部

68 シニア男子30'S軽量級　ルーキー 優勝 652 鈴木　亮 スズキ　リョウ 世田谷・杉並支部

優勝 661 飯田　淳志 イイダ　アツシ 神奈川東横浜支部

準優勝 654 石塚　峻 イシヅカ　シュン 総本部道場

70 シニア男子30'S軽量級　エキスパート 優勝 663 比田井　大輔 ヒダイ　ダイスケ 世田谷・杉並支部

71 シニア男子30'S重量級　デビュー 優勝 670 森住　太一 モリズミ　タイチ 世田谷・杉並支部

72 シニア男子30'S重量級　エキスパート 優勝 672 岡田　大 オカダ　ヒロシ 総本部道場

優勝 678 東　良成 ヒガシ　リョウセイ 東京ベイ港支部

準優勝 674 蓮沼　綾仁 ハスヌマ　アヤヒト 世田谷・杉並支部

74 シニア男子40'S軽量級　チャレンジ 優勝 680 宮下　周邦 ミヤシタ　シュウホウ 世田谷・杉並支部

優勝 689 阿部　勝己 アベ　カツミ 千葉北支部

準優勝 700 西村　洋二郎 ニシムラ　ヨウジロウ 東京城南川崎支部

第3位 685 小林　朗 コバヤシ　アキラ 東京佐伯道場

第3位 693 田中　新一郎 タナカ　シンイチロウ 世田谷・杉並支部

76 シニア男子40'S重量級　デビュー 優勝 703 奥　一正 オク　カズマサ 東京目白道場

優勝 705 髙橋　一滋 タカハシ　カズシゲ 湘南支部

準優勝 707 新原　健太郎 シンハラ　ケンタロウ 東京佐伯道場

78 シニア男子40'S重量級　チャレンジ 優勝 708 村上　望 ムラカミ　ノゾム 東京佐伯道場

優勝 725 佐々木　正知 ササキ　マサトモ 佐々木道場

準優勝 713 金井　孝次 カナイ　コウジ 埼玉武蔵支部

第3位 721 佐藤　貴志 サトウ　タカシ 厚木・赤羽支部

第3位 730 青木　康浩 アオキ　ヤスヒロ 栃木支部

80 シニア男子50'S軽量級　ホープ 優勝 733 奥条　瑳京 オクジョウ　サキョウ 東京ベイ港支部

81 シニア男子50'S軽量級　チャレンジ 優勝 735 黒田　豊 クロダ　ユタカ 千葉北支部

優勝 745 大西　昭仁 オオニシ　アキヒト 世田谷・杉並支部

準優勝 751 梅ケ迫　哲治 ウメガサコ　テツジ 天翔塾

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40'S軽量級　エキスパート

シニア男子40'S重量級　ルーキー

シニア男子30'S軽量級　デビュー

シニア男子30'S軽量級　チャレンジ

シニア男子40'S軽量級　デビュー

67
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優勝 754 岩本　健治 イワモト　ケンジ 吉祥寺杉原道場

準優勝 752 三上　和昭 ミカミ　カズアキ 正伝流空手道中村道場

優勝 756 嶋田　悦正 シマダ　ヨシマサ 栃木支部

準優勝 763 山田　裕正 ヤマダ　ヒロマサ 厚木・赤羽支部

85 シニア男子60'S軽量級　エキスパート 優勝 766 高橋　淳一 タカハシ　ジュンイチ 東京城南川崎支部

86 シニア男子60'S重量級　エキスパート 優勝 774 井上　典之 イノウエ　ノリユキ 極真拳武會　城南五反田中延支部

87 シニア女子30'S軽量級　デビュー 優勝 778 江口　江美 エグチ　エミ 東京東支部

優勝 785 安岡　由紀 ヤスオカ　ユキ 東京目白道場

準優勝 779 尾形　昌美 オガタ　マサミ 神奈川東横浜支部

89 シニア女子40'S～60'S軽量級　デビュー 優勝 788 マリック　暁子 マリック　アキコ 東京ベイ港支部

90 シニア女子40'S～60'S軽量級　チャレンジ 優勝 789 新田　雅子 ニッタ　マサコ 東京中野道場

91 シニア女子40'S～60'S重量級　デビュー 優勝 792 茂手木　麗 モテギ　レイ 東京中野道場

92 シニア女子40'S～60'S重量級　エキスパート 優勝 796 山崎　麻由 ヤマザキ　マユ 埼玉武蔵支部

シニア男子50'S重量級　エキスパート

83 シニア男子50'S重量級　ホープ

88 シニア女子30'S～60'S軽量級　エキスパート

84


