
 

２０１８年 春季全関東空手道錬成大会

　日時　　2018年3月11日（日）

　会場　　さいたま市岩槻文化公園体育館

       （槻の森スポーツセンター）

　主催　　極真空手道連盟 極真館 技術委員会

　後援　　財団法人 極真奨学会





２０１８年 春季全関東空手道錬成大会

型・棒術の部
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◇日程◇

9:30～ 受付開始

10:00 開会式

10:30 試合開始　※棒術の試合から始め、型、組手となります。

17:00 閉会式
　表彰、講評

17:30 解散
　※進行状況により変動することがありますのでご了承下さい

Ａコート Ｂコート

35.棒術 一般の部　(男女混合)　 33.棒術 中学生の部　(男女混合)

15.小学６年生 男子 上級の部 11.小学４年生 初級の部  (男女混合) 

18.中学生 男子 上級の部　 12.小学５年生 男子 上級の部 （１１名）

20.中学生 女子 上級の部　 13.小学５年生 女子 上級の部

22.高校生 男子 上級の部　 14.小学５年生 初級の部  (男女混合)

27.一般 初級の部 （男女混合） 16.小学6年生 女子 上級の部　

30.壮年 上級の部 （40 歳以上）

31.壮年 男子 初級の部  (40 歳以上)

Ｃコート Ｄコート
32.棒術 小学生の部　(男女混合)　 02.幼年 初級の部 (男女混合)

07.小学３年 上級の部　(男女混合） 04.小学１年 初級の部 (男女混合)

08.小学３年 初級の部  (男女混合) 06.小学２年 初級の部  (男女混合）

09.小学４年生 男子 上級の部

10.小学４年生 女子 上級の部

◇棒術・型、試合場案内◇
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型競技錬成大会規定
 

1　競技の進め方

（1）　予選

　参加選手は、トーナメントに従い2人同時に予選指定型を演武する。

　赤白旗判定により勝敗を決し決勝進出者は上位4名とする。

　参加選手が7名以下の場合は、リーグ戦により予選順位を決定する。（上級のみ）

（2）　決勝

　決勝進出者は指定された型の内一つを選択し、くじまたは予選順位により決定した順番で演武する。

　（予選順位は得点の高い者が上位とし、演武の順番は下位の者からとする）

2　勝敗の決し方（採点方式）

　5人の審判がそれぞれ10点満点で採点する。5人の内最高点と最低点を除いた3名の合計点で順位を決定する。

　三審制の場合は、3名の合計で決する。同点の場合は、次の順に従い順位を決する。

　①最低点が高い方が順位が上となる。

　②最高点が高い方が順位が上となる。

　③主審の得点が高い方が順位が上となる。

　④2人同時に演武を行い、赤白旗判定で決する。（予選型で行う）

3　勝敗の基準

　6点を基準点として、減点法・加点法の併用により4点まで加点することができ10点満点で競う。

　減点・加点の基準は次の通りとする。

動作の正確さ ・立ち方、突き、蹴り、打ち、受けのそれぞれの技が、正しい目付けの下に正確であること。

・中間動作が適切であり、ムダな動きがないこと。

・重心の移動やバランスに優れていること。

技の緩急 ・速く動くべきところが速く動けること。

・緩やかに動くべきところが緩やかに動けること。

・連続動作が用法に即したリズムで動けていること。

力の強弱 ・力の入れるべき所に適当な力が入っていること。

・力を抜くべき所で力が抜けていること。

・技の威力が表現できていること。

息の調整 ・息吹や気合いが適切にできているか。

・呼吸の乱れがなく動作との調和が図れているか。

　上記の各項目について、各1点ずつの配点があり、0.1点単位（0.1～1.0）

　で減点または加点を行うことができる。

　上記の他に次の項目で減点または失格とすることがある。

　・　申告した型名と実際の演武型が異なる場合（失格）

　・　演武開始時に言う型名と実際の演武型が異なる場合（失格）

　・　試合場から両足が出てしまった場合（失格）

　・　試合場から片足が出てしまった場合（減点0.5）

　　　※2人同時で演武する際は、試合場の横線に限り減点の対象とはならない。

　・　型の演武を中断した場合は失格。一時的な中断の場合は、審判の合議の上減点（0.5～1.0）。

　・　型の動作をとばしてしまった場合、減点（1.0）または失格。

　・　その他主審が判断し、合議の上判断または型競技審判長の裁可に従う。
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4　競技上の注意点

　・　仮想敵をしっかりと捉えて動作を行えることが肝要である。目付けは相手を察知する心（意識）を

　　　通して自然に行い、ただ凝視すれば良い訳ではない。型では複数の相手を想定しているので、

　　　一方の敵に対し一旦首だけを向けあらためて動き出すような類の動きでは、見ている方以外の

　　　相手を全く意識しておらず、正しい目付けとはいえない。その後に繰り出される技がどんなに素

　　　晴らしくても、不正確な目付けという意味で減点対象になる場合もある。

　　　※平安その3・第20教程目のように、実際の目は正面を見ていても、心（意識）が後方の相手を

　　　 　しっかり捉えているような目付けもある。

　・　相手の存在を無視したような、徒に足を高く上げて蹴る行為や、演武線を踏み外したような行為

　　　は、どんなに見栄えが良くとも全くポイントにはならず、むしろ理合いの外れた不正確な動作とし

　　　て減点対象となる場合もある。

　・　動作を行うに当たり、無駄な動作や無駄な重心移動は行わない。その後に繰り出される技がど

　　　んなに素晴らしくても、無駄な動作が伴えば減点対象となる場合もある。

　・　立ち方が極まるのと同時に受ける、蹴る、突くなど、各動作に要求される要素を正しく表現できる

　　　ことが大切である。例えば、立ち方が極まるのと同時に突くべき動作では、立ち方が決まってか

　　　ら突いたのでは、不正確な動作として減点対象となる場合もある。

5　競技の進行

（1）選手は、呼名されたら礼をして試合場に入り、演武開始場所に立つ。

（2）主審の「正面に礼」の号令で礼をする。

（3）主審が右手を高く上げたのを合図に型を開始する。

（4）型を開始する際は、大きな声でゆっくり正確に型名を言ってから開始する。

　　（型名を申告する際，絶叫はしない。型名が聞き取れなかった場合は失格とする）

　　よけいな号令は一切かけてはならない。

（5）型が終了したら自分でなおり主審の号令を待つ。

（6）主審の「判定お願いします。判定。」の号令で、審判は赤白旗または得点盤を上げる。

　　この時、副審は組手と同じように一斉に笛を吹く。

（7）採点の時は、アナウンスが主審から順に得点を読み上げ、最後に「ただいまの合計○○点」 と

    発表する。

（8）主審の「正面に礼」の号令で選手は礼をして退場する。

武器術競技規定

武器術競技については、原則として型競技規定を基準とした採点及び判定を行うが、

これに武器術の特性に基づいた判断基準が下記の通り加えられる。

１　棒術型競技について

動作の正確さ 棒を手の延長として、正確に打つ、受ける、払うなど、正しい操作

（手の内、角度、目付）を行えること。

技の緩急 棒の運用に基づいた緩急を表現できること。

力の強弱 棒の重さや力の伝達を活用した威力を表現できること。

息の調整 棒の扱いにおいて正しく呼吸を行い、所定の箇所で気合いをかけること。

※他の武器術に関する競技規定が制定された場合には、順次追加するものとする。

4



大城の棍　　※決勝までトーナメントで行う。

ﾆｼｶﾜ　ﾀｲｷ
西川　大輝 千葉東葛支部

C-8
ﾏｽｵｶ　ﾐﾗﾝ
益岡　未藍 埼玉県北支部

C-1
ｵｶﾞﾜ　ｺｵｼ
小川　凰帝 蓮田支部

C-12
ｶﾜﾀ　ﾊﾙﾄ
川田 遥斗 埼玉県武州北支部

C-2
ﾏｶﾍﾞ　ﾀｸﾐ
間ケ部 拓海 蓮田支部

C-9
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾐ
山本　拓実 春日部支部

C-3
ｲﾏﾊｼ　ﾀｸﾛｳ
今橋　拓郎 埼玉県比企支部

C-14
ﾊﾅｵｶ　ﾕｳｷ
花岡　優樹 埼玉県北支部

C-4
ｽﾄｳ　ﾖｳﾍｲ
須藤　陽平 福島県支部

C-10
ｶﾄｳ　ｼｮｳﾀ
加藤 翔大 蓮田支部

C-5
ｲｼﾊﾞｼ　ｶｲｷ
石橋　海輝 春日部支部

C-13
ｵｶﾞﾜ　ｶｽﾞｷ
小川 和輝 蓮田支部

C-6
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾊﾔﾄ
近藤 駿斗 新潟県支部

C-11
ﾀｶﾊｼ　ｱﾗﾀ
高橋 新大 蓮田支部

C-7
ﾔﾏｶﾜ　ｼｮｳｲ
山川 翔偉 埼玉県武州北支部

32.棒術 小学生の部　(男女混合)　(１５名）　-　Cコート
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予選＝大城の棍　決勝＝周氏の棍

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

B-1～6 B-7～12

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ﾖｼﾀﾞ　ｼｭﾝｽｹ

吉田　峻輔 埼玉県比企支部

ﾓﾛｽﾞﾐ　ﾏﾄﾞｶ

両角 円 足立支部

ﾕｱｻ　ｶｽﾞｷ

湯浅　和樹 福島県支部

ﾖｼﾀﾞ　ｱｲﾙ

吉田 愛琉 蓮田支部

ｶﾅｲ　ﾐﾁﾔ

金井 道矢 蓮田支部

ｸﾜﾊﾗ　ｼﾅ

桑原　しな 蓮田支部

33.棒術 中学生の部　(男女混合)　（６名）　-　Bコート
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予選＝大城の棍　決勝＝周氏の棍

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

A-1～４ A-５～８

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｽﾄｳ　ｱｻﾋ

0 福島県支部

ﾀｹｻﾞﾜ　ﾀｹｼ

竹澤　毅 埼玉県武州北支部

ｵｵｾﾞｷ　ﾀｶﾏｻ

大関　貴政 栃木県・茨城県支部

ﾊｽﾐ　ﾄﾓｺ

蓮見　智子 蓮田支部

35.棒術 一般の部　(男女混合)　（4名）　-　Aコート
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指定型＝太極その１　※決勝までトーナメントで行う

ﾁﾊﾞ　ｿｳｽｹ
千葉 宗介 蓮田支部

D-5
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｶｻ
長谷川　美風 福島県支部

D-1
ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ　ｹｲｺﾞ
新行内　圭吾 埼玉県比企支部

D-9

ﾎﾘｺｼ　ﾗｲｷ
堀越　頼暉 埼玉県比企支部

D-6
ﾌｼﾞｶﾜ　ｱｻﾋ
藤川　朝陽 埼玉県比企支部

D-2
ﾐﾔｻｶ　ﾘﾝﾀ
宮坂 凛太 埼玉県武州北支部

D-44

ｽｴﾏﾂ　ﾕｻ
末松　裕咲 埼玉県比企支部

D-7
ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｶﾞ
中村　大我 武蔵中央支部

D-3
ｲｹﾀﾞ　ﾊﾙ
池田　暖 埼玉県比企支部

D-10
ｲﾄｳ　ｼｵﾝ
伊藤　汐音 武蔵中央支部

D-3"
ｺｲｽﾞﾐ　ﾚﾝ
小泉　廉 埼玉県比企支部

D-8
ﾖｺﾃ ﾘｵ
横手　梨央 さいたま見沼支部

D-4
ﾊﾀ　ﾘｭｳﾀﾛｳ
秦　龍太郎 埼玉県比企支部

02.幼年 初級の部 (男女混合) (１３名）　-　Dコート
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ｶﾈｺ　ﾄﾜ
金子 翔空 蓮田支部

D-11
ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾄ
鈴木 柚斗 千葉海浜支部

D-19
ｼﾓｼﾞｮｳ　ｶﾝﾅ
下條　栞奈 春日部支部

D-12
ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ　ﾕｳｺﾞ
新行内　悠吾 埼玉県比企支部

D-23
ｲｹﾀﾞ　ﾚﾝ
池田　恋 埼玉県比企支部

D-13
ｼｼﾄﾞ　ｶﾅﾀ
宍戸　哉太 武蔵中央支部

D-20
ｲﾉｳｴ　ﾀｲｾｲ
井上　泰成 東川口・戸塚安行支部

D-14
ﾅｶﾔﾏ ｻﾂｷ
中山　颯月 埼玉県北支部

D-45
ｵｵｼﾏ　ﾋﾅﾀ
大島　陽向 蓮田支部

D-15
ｴﾀﾞ　ﾊﾙﾄ
江田　大翔 福島県支部

D-21
ﾖｺﾃ ﾐｸ
横手　美玖 さいたま見沼支部

D-16
ﾈﾓﾄ ﾓｱ
根本　萌愛 春日部支部

D-24
ﾔｽﾉ　ｴｲｼﾞ
安野 瑛士 蓮田支部

D-17
ｲﾁﾉｶﾜ　ﾐｱﾝ
市野川　美杏 武蔵中央支部

D-22
ｵｵｾﾞｷ　ﾀｲｾｲ
大関　太惺 福島県支部

D-18
ﾊﾀ　ﾋﾏﾜﾘ
秦　向日葵 埼玉県比企支部

04.小学１年 初級の部 (男女混合) (１６名）　-　Dコート
指定型＝太極その３　※決勝までトーナメントで行う
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ﾏｶﾍﾞ ﾊﾙﾐ
間ケ部 陽海 蓮田支部

D-30
ﾏﾂｵｶ　ｼﾞｭﾅ
松岡　珠菜 埼玉県武州北支部

D-38
ﾊﾅｵｶ ﾚｵﾅ
花岡　恋緒奈 埼玉県北支部

ﾋﾗｲﾜ　ﾊﾙ D-31
平岩 春 埼玉東支部
ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾙｳ D-25
松平 瑠生 千葉海浜支部

D-42
ｶﾜｻｷ　ｹｲｼﾛｳ
川崎 敬志朗 千葉東葛支部

ｻｶｲ ﾑｳ D-32
堺　夢羽 福島県支部
ﾄｳﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ D-25”
藤山 大樹 春日部支部

D-39
ｾｷﾈ　ｺｳｲﾁﾛｳ
関根　煌一郎 埼玉県比企支部

ﾂﾂﾐ ﾀﾂｿﾞｳ D-33
堤 龍三 久喜支部
ｻｲﾄｳ　ｹｲﾄ D-26
齊藤　圭音 武蔵中央支部

D-46
ｽｽﾞｷ ｿﾅ
鈴木 蒼夏 埼玉県北支部

D-34
ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ
大塚　仁人 千葉東葛支部

D-40
ｵｵﾋﾗ　ｺﾊ
大平　心春 埼玉県比企支部

ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｷ D-35
栗原　悠樹 埼玉県武州北支部
ｲﾅﾌﾈ ﾊﾙﾄ D-27
稲船　陽斗 春日部支部

D-43
ﾏｷ ﾅﾅｶ
眞木 菜々香 春日部支部

ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ D-36
田中　翼 埼玉県北支部
ｵｵｷ ﾄﾓｷ D-28
大木　智樹 久喜支部

D-41
ﾔﾊｷﾞ　ﾐﾔﾋﾞ
矢作 雅妃 埼玉県西支部

ｶｼﾜﾀﾞ　ﾕｳｶ D-37
柏田 悠花 足立支部
ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾏ D-29
田中　大舞 西新井支部

指定型＝太極その３　※決勝までトーナメントで行う
06.小学２年 初級の部  (男女混合） （２２名）　-　Dコート
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予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５より選択　決勝進出＝４名

ｵｶﾞﾜ　ｺｵｼ
小川 凰帝 蓮田支部

C-34
ﾐﾅﾐ ｼｽﾞｶ
南　静夏 春日部支部

ｶﾝﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ
神田　大雅 新潟県支部

C-35
ｶﾜｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ
川島　広大 蓮田支部

ﾁﾊﾞ　ﾘｭｳﾉｽｹ
千葉 龍之介 蓮田支部

ｶﾈｺ　ｿﾗ C-36
金子 蒼空 蓮田支部

C-32
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ
小林 海吏 久喜支部

ｻｶﾏｷ　ｼｮｳﾀﾛｳ
酒巻　正太郎 武蔵中央支

ﾌｶｶﾞﾜ ﾕｳﾏ C-37
深川　右真 さいたま環

C-33
ｶﾝﾍﾞ　ﾆｲﾅ
神戸　仁那 蓮田支部

小学３年生 上級の部／決勝 C-49～52

くじ演武順 得点 順位決勝進出者

決
　
勝
　
進
　
出
　
　
※
く
じ
に
て
決
勝
演
武
順
を
決
定
す
る

07.小学３年 上級の部　(男女混合） （１０名）　-　Cコート
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指定型＝太極その3 ※決勝までトーナメントで行う。

ｲﾏﾊｼ　ｷｮｳｺ
今橋　響子 埼玉県比企支部

C-18
ﾓﾘ　ﾌｳﾄ
森 楓斗 西新井支部

C-26
ﾋﾛｾ　ﾐﾐ
廣瀬　心々 埼玉県武州北支部

C-19
ｷｸﾁ　ﾃﾂ
菊池　鉄心 福島県支部

C-30
ｻｶｲ　ﾂﾊﾞｻ
酒井　翼 武蔵中央支部

C-20
ﾄﾐｵｶ　ｶｽﾞﾏ
冨岡　和真 埼玉県比企支部

C-27
ｵｶﾍﾞ　ｼﾂﾞｸ
岡部 しづく 千葉海浜支部

ｵｵﾔﾏ　ﾋﾛｷ C-21
大山　弘樹 東川口・戸塚安行
ﾋﾗﾀ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ C-15
平田　龍一朗 埼玉県比企支部

C-48
ﾁｴﾀﾞ　ﾀｲﾘ
千枝 大凌 東川口・戸塚安行

C-22
ﾅｶｼﾏ　ﾕｳﾀ
中島　優汰 埼玉県比企支部

C-28
ｴﾀﾞ　ｶﾉﾝ
江田　華音 福島県支部

ﾌｼﾞｶﾜ　ﾀﾞｲﾁ C-23
藤川　大地 埼玉県比企支部
ｺｸﾎﾞ　ﾅﾎ C-16
小久保　奈穂 埼玉県武州北支部

C-31
ﾁｮｳﾉ　ｿｳﾀ
丁野　颯太 西新井支部

C-24
ﾖｺﾔﾏ ｺｳｾｲ
横山 孝成 久喜支部

C-29
ｶﾜﾀﾞ　ｲﾂｷ
川田　いつき 埼玉県比企支部

ｳﾁﾔﾏ　ﾕｳｻｸ C-25
内山 優咲 千葉海浜支部
ﾋﾛｾ　ﾘｭｳﾉｽｹ C-17
廣瀬 隆之介 埼玉県武州北支部

08.小学３年 初級の部  (男女混合) （１９名）　-　Cコート
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09.小学４年生 男子 上級の部　（１１名）　-　Cコート
予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、最破より選択　決勝進出＝４名

ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ
木村 友哉 埼玉県西支

C-44

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾙｶ
金城 琉珂 蓮田支部

ｵｵﾂｶ ﾕｳﾄ
大塚　友人 千葉東葛支

C-45
ｺﾊﾞﾘ　ﾖｼﾄ
小針　嘉人 福島県支部

ﾜﾀﾍﾞ　ﾅﾙ C-41
渡部　南琉 さいたま見

ｵｸ　ｹﾝﾄ
奥　拳飛 福島県支部

ﾖｼｻﾞﾜ　ﾖｳﾀ C-46
吉澤　陽太 東川口・戸

ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾄ C-42
髙島 悠斗 久喜支部

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ
鈴木 康生 埼玉県北支

C-47
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｼ
中山　碧心 埼玉県北支

ﾆﾍｲ　ﾀｲﾁ C-43
二瓶　太一 福島県支部

小学４年男子上級の部／決勝 C-56～59

くじ演武順 得点 順位決勝進出者

決
　
勝
　
進
　
出
　
　
※
く
じ
に
て
決
勝
演
武
順
を
決
定
す
る
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予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、最破より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

C-38～40 C-53～55

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｱﾍﾞ　ｼﾞｭﾘ

阿部　樹里 福島県支部

ﾏﾂｵｶ　ｺｺﾅ

松岡　心菜
埼玉県武州北
支部

ｳﾁﾀﾞ　ｴﾘｶ

内田　絵梨香 足立支部

10.小学４年生 女子 上級の部　（3名）　-　Cコート
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ﾅｶﾊﾗ ｲﾏﾘ
中原 衣麻梨 埼玉県武州北支部

B-15

ｸﾘﾊﾗ　ﾕｳｽｹ
栗原　佑介 春日部支部

B-19

ｼﾓｼﾞﾖｳ ﾐｽﾞｷ
下條　瑞季 春日部支部

B-16
ｲﾉｳｴ　ｱｷﾉ
井上　晶乃 東川口・戸塚安行支部

B-13
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ
鈴木 琉海斗 埼玉県武州北支部

B-43

ｽｸﾞﾙ ﾏﾋﾛ
過 麻尋 埼玉県西支部

B-17

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ
橋本　悠佑 福島県支部

B-20

ﾂﾙﾀ ｻｷ
鶴田 桜妃 埼玉県武州北支部

B-18
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｲﾅ
山寺 真衣奈 春日部支部

B-14
ｵｵｻﾜ ﾏﾅﾐ
大澤 愛未 さいたま見沼支部

11.小学４年生 初級の部  (男女混合) （１０名）　-　Bコート
指定型＝平安その１　※決勝までトーナメントで行う
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予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、撃砕大、最破より選択　決勝進出＝４名

ﾄﾖｼﾏ　ﾊﾔﾄ
豊嶋　駿仁 鳩ケ谷支部

B-34

ﾏｶﾍﾞ ﾀｸﾐ
間ケ部 拓海 蓮田支部

ｲｼﾊﾞｼ　ｶｲｷ
石橋 海輝 春日部支部

B-35
ﾀｶﾊｼ ｱﾗﾀ
高橋 新大 蓮田支部

B-31
ｲｻﾐ ﾊﾔﾃ
勇 颯 さいたま見沼支部

ﾊﾅｵｶ ﾕｳｷ
花岡　優樹 埼玉県北支部

ﾏｷ ﾘｭｳﾉｽｹ B-36
眞木 琉之介 春日部支部

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ B-32
高橋 拳心 蓮田支部

ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
小川 和輝 蓮田支部

B-37
ｶｼﾜﾀﾞ ﾕｳｷ
柏田 悠希 足立支部

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ B-33
山本 拓実 春日部支部

小学5年男子上級の部／決勝 B-49～52

くじ演武順 得点 順位

決
　
勝
　
進
　
出
　
　
※
く
じ
に
て
決
勝
演
武
順
を
決
定
す
る

決勝進出者

12.小学５年生 男子 上級の部 （１１名）　-　Bコート
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予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、撃砕大、最破より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

B-27～30 B-45～48

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｻｶﾏｷ　ﾘﾝ

酒巻　りん 武蔵中央支部
ﾏｽｵｶ ﾐﾗﾝ

益岡　未藍 埼玉県北支部

ﾋﾀﾞ　ﾘﾝｻ

飛田 琳沙 栃木県・茨城県支部

ｶﾅｲ ﾄﾓｺ

金井 智子 蓮田支部

13．小学５年生 女子 上級の部 （4名）　-　Bコート
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指定型＝平安その1 　　※決勝までトーナメントで行う。
p

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ
池田　建太 東川口・戸塚安行支部

B-21

ﾖｺﾃ ﾄﾓﾔ
横手　友哉 さいたま見沼支部

B-25

ﾌﾙﾊﾀ ﾘｶｺ
古畑　里佳子 さいたま見沼支部

B-22

アライ ワカナ
新井 稚奈 埼玉県武州北支部

B-44

ツルタ ハルト
鶴田 陽太 埼玉県武州北支部

B-23

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｻﾄ
泉田 雅斗 さいたま見沼支部

B-26

ﾀｷﾔﾏ ｺｳﾀ
滝山 煌太 埼玉県武州北支部

B-24

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ
福島　悠太 さいたま見沼支部

14.小学５年生 初級の部  (男女混合) （８名）　-　Bコート
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ﾄｲﾀﾞ　ｻｰﾌ
戸井田　珊風 埼玉県比企支部

A-10

ｻﾇｶ　ﾀﾞｲﾁ
佐怒賀 大宙 蓮田支部

ｽﾄｳ　ﾖｳﾍｲ
須藤　陽平 福島県支部

A-11

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ
近藤 駿斗 新潟県支部

ｵｸｲ　ﾊﾔﾄ
奥井　駿人 埼玉県比企支部

A-12

ﾀｹﾓﾘ　ｺｳｲﾁ
竹森 光一 蓮田支部

ｲﾏﾊｼ　ﾀｸﾛｳ
今橋　拓郎 埼玉県比企支部

ｶﾄｳ　ｼｮｳﾀ A-13
加藤 翔大 蓮田支部

A-9
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ
高橋　宏太朗 春日部支部

小学5年男子上級の部／決勝 A-34～37

くじ演武順 得点 順位

決
　
勝
　
進
　
出
　
　
※
く
じ
に
て
決
勝
演
武
順
を
決
定
す
る

決勝進出者

15.小学６年生 男子 上級の部　（９名）　-　Aコート
予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、撃砕大、最破より選択　決勝進出＝４名
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予選＝平安その２　決勝＝平安その３～５、撃砕小、撃砕大、最破より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

B-38～42 B-53～57

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｽｶﾞﾉ　ﾉｱ

菅野 希愛 さいたま見沼支部

ﾔﾏｷﾞｼ　ｸﾚﾊ

山岸 紅葉 蓮田支部

ｵﾔﾏ　ﾏﾐｶ

小山 真実果 蓮田支部

ﾊｼﾓﾄ　ﾘｻ

橋本　梨沙 福島県支部

ﾏｼｺ　ﾊﾙﾅ

増子　遥菜 福島県支部

16．小学6年生 女子 上級の部　（５名）　-　Bコート
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ｾｷﾈ　ﾊﾙﾄ
関根　悠人 埼玉県比企支部

A-22

ﾓﾛｽﾞﾐ　ﾏﾄﾞｶ
両角 円 足立支部

ﾕｱｻ　ｶｽﾞｷ
湯浅　和樹 福島県支部

A-23

ﾖｼﾀﾞ　ｱｲﾙ
吉田 愛琉 蓮田支部

ﾄｲﾀﾞ　ｶﾘﾌﾞ
戸井田　海風 埼玉県比企支部

A-24

ｽﾀﾞ ｿﾗ
須田　青空 埼玉県北支部

ｶﾅｲ　ﾐﾁﾔ
金井 道矢 蓮田支部

ﾖｼﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ A-25
吉田 健太郎 栃木県・茨城県支部

A-21
ﾖｼﾀﾞ　ｼｭﾝｽｹ
吉田　峻輔 埼玉県比企支部

中学生 男子 上級の部／決勝 A-45～48

くじ演武順 得点 順位

決
　
勝
　
進
　
出
　
　
※
く
じ
に
て
決
勝
演
武
順
を
決
定
す
る

決勝進出者

18.中学生 男子 上級の部　（９名）　-　Aコート
予選＝撃砕小　決勝＝撃砕大、最破、征遠鎮、観空より選択　決勝進出＝４名
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予選＝撃砕小　決勝＝撃砕大、最破、征遠鎮、観空より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

A-14～20 A-38～44

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｲﾁﾉｶﾜ ｺｺﾅ

市野川　心菜 武蔵中央支部

ﾌｶｶﾞﾜ ﾁｶﾎ

深川　慶保 さいたま環状支部

ｱｶｶﾞﾜ ﾐｵ

赤川　美乙 さいたま環状支部

ｺﾔﾏ ﾎﾉｶ

小山　朋香 栃木県・茨城県支部

ｺﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ

小山　和香 栃木県・茨城県支部

ｺﾔﾏ ｲﾁｶ

小山　苺果 栃木県・茨城県支部

ﾋﾀﾞ ｱﾔﾈ

飛田 彩寧 栃木県・茨城県支部

20.中学生 女子 上級の部　（７名）　-　Aコート
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予選＝撃砕小　決勝＝撃砕大、最破、征遠鎮、観空より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

A-26～27 A-49～50

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ｾｷﾈ　ﾕｳｷ

関根　有希 埼玉県比企支部

ｽﾄｳ　ｱｻﾋ

須藤　旭陽 福島県支部

22.高校生 男子 上級の部　（２名）　-　Aコート
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平安その1 　　※決勝までトーナメントで行う。

ｵｵｻﾜ　ｱﾔﾅ
大澤 彩菜 さいたま見沼支部

A-51

ｸﾘﾊﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ
栗原　信義 埼玉県武州北支部

A-28

ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏﾐ
横山 珠美 久喜支部

27.一般 初級の部 （男女混合）（3名）　-　Aコート
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予選＝撃砕小　決勝＝撃砕大、最破、征遠鎮、観空より選択

※くじにて予選演武順を決定し、予選も採点方式にて行う。

A-29～33 A-53～57

予選演武順 予選得点 決勝演武順 決勝得点 順位
ﾀｹｻﾞﾜ　ﾀｹｼ

竹澤 毅 埼玉県武州北支部

ﾖｼｻﾞﾜ　ｹﾝｲﾁ

吉澤　健一 東川口・戸塚安行支部

ｱｻｶ　ﾖｼﾋﾛ

浅香 良弘 足立支部

ﾊｽﾐ ﾄﾓｺ

蓮見 智子 蓮田支部

ｻｶｲ　ﾖｼｵ

酒井　好夫 蓮田支部

30.壮年 上級の部 (40 歳以上)　(5名)　-　Aコート
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平安その1 　　※決勝までトーナメントで行う。

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ
横山 孝志 久喜支部

A-52

ｻﾄｳ　ｶｽﾞﾉﾘ
佐藤 和紀 埼玉県武州北支部

31.壮年 男子 初級の部  (40 歳以上) （２名）　-　Aコート
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２０１８年 春季全関東空手道錬成大会

組手の部
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◇組手試合場案内◇

Ａコート Ｂコート
38.中学１年生 男子 上級の部（４級以上） 11.小学２年生 女子 初級の部（５級以下）
40.中学２年生 男子上級の部 （４級以上） 19.小学４年生 女子 初級の部（５級以下）
42.中学３年生 男子 上級の部（４級以上） 20.小学４年生 女子 上級の部（４級以上）
43.中学１年生 女子 初級の部 （５級以下） 21.小学５年生 男子 初級 軽量の部（５級以下 35kg以下）
44.中学１年生 女子上級の部 （４級以上） 22.小学５年生 男子 初級 重量の部（５級以下 35kg超）
46.中学２年生 女子上級の部（４級以上） 24.小学5年生 女子 初級 重量の部(5級以下 35kg 超)
50.高校生 男子 上級の部 （４級以上） 25.小学５年生男子上級 軽量の部（４級以上 35kg以下）
53.一般 男子 初級の部 （４級以上） 26.小学５年生男子上級 重量の部（４級以上 35kg超）
55.一般 男子 上級の部（４級以上） 28.小学５年生女子上級 重量の部（４級以上 35kg超）
56.一般 女子の部 （18才以上 サポーター有） 33.小学6年生 男子 上級 軽量の部（４級以上 40kg以下）
57.壮年 男子 初級の部（5級以下） 34.小学６年生 男子 上級 重量の部（４級以上 40kg超）
58.壮年 男子 上級の部 （４級以上） 35.小学６年生 女子 上級 軽量の部（４級以上 40kg以下）
61.真剣勝負ルール 65kg 以下 36.小学6年生 女子 上級 重量の部（４級以上 40kg超）

Ｃコート Ｄコート
10.小学２年生 男子 上級の部（４級以上） 01.幼年 年中以下 男子の部
13.小学３年生 男子 初級の部（５級以下） 03.幼年 年長 男子の部
14.小学３年生 男子 上級の部（４級以上） 04.幼年 年長 女子の部
15.小学３年生 女子 初級の部（５級以下） 05.小学１年生 男子 初級の部（５級以下）
16.小学３年生 女子 上級の部（４級以上） 07.小学１年生 女子 初級の部（５級以下）
17.小学４年生 男子 初級の部（５級以下） 09.小学２年生 男子 初級の部（５級以下）
18.小学４年生 男子 上級の部（４級以上）
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サポーター類に関して

★着用するもの　　○義務で着用する　△任意で着用　×着用しない

幼年 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ △ △ △

× ○ ○ ○ ○ ○ ○

※小学生は男女ともに、同じです。

女子壮年 男子壮年

女子一般 男子一般初級

○（面有り） ○（面有り） ○（面無し） ○（面有り） ○（面有り） ○（面無し） × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ ×

× ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ × ○ × × ○ ○ ○

△ △ ○ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ※○ × × ×

※女子はチェスト（胸）ガードを着用している場合は、チェストサポーターの着用義務はありません。

　ヘッドギアは大会本部で準備しますが、出来るだけ持ち込みをお願いします。

　イサミ製TT-25、CKW-10又は準じたもの。

　その他のサポーター類は各自で準備して下さい。

×○

ヒザサポーター

○

高校女子

ファールカップ（男子）

マウスピース

チェストサポーター

× ×

中学女子

イサミL-365

すねサポーター

高校男子

ヘッドギア

パンチンググローブ

拳サポーター
×

男子一般上級男子一般中級

○ ○
イサミL-365

○ ○

すねサポーター

○

ヘッドギア　面有り

拳サポーター
○ ○

中学男子

ヒザサポーター

ファールカップ（男子）

マウスピース

チェストサポーター

29



ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

217 橋本 拓生 埼玉県武州北支部

D-37

ｶｼﾜﾀﾞ ｱﾂｼ
218 柏田 篤志 足立支部

D-49

ｵｵｶﾞﾈ ﾅﾕｾ

219 大金 那柚世 西新井支部

D-38

ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ ｹｲｺﾞ

220 新行内　圭吾 埼玉県比企支部

D-55

ﾌｼﾞｶﾜ ｱｻﾋ

221 藤川　朝陽 埼玉県比企支部

D-39

ｱﾗｲ ﾕｳﾘ
222 荒井 悠理 蓮田支部

D-50

ﾊﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ

223 秦　龍太郎 埼玉県比企支部

D-40

ﾏﾂｼﾏ ｵｳﾘ

224 松嶋 旺里 埼玉県武州北支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

01.幼年 年中以下 男子の部（8名）　-　Dコート
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ｺｲｽﾞﾐ ﾚﾝ

225 小泉　廉 埼玉県比企支部

D-41

ｲﾄｳ ｼｵﾝ

226 伊藤　汐音 武蔵中央支部

D-51

ｷﾝｼﾞｮｳ ｶｴﾃﾞ
227 金城 楓 蓮田支部

D-42
ﾎﾘｺｼ ﾗｲｷ

228 堀越　頼暉 埼玉県比企支部

D-34
ﾌﾙｻﾜ ﾘﾝｷ

229 古澤　凛稀 春日部支部

D-56

ｽｴﾏﾂ ﾕｻ

230 末松　裕咲 埼玉県比企支部

D-43

ｻｻｲ ｼｭﾝﾄ

231 笹井 隼叶 春日部支部

D-52

ﾁﾊﾞ ｿｳｽｹ

232 千葉 宗介 蓮田支部

D-44
ｲｼﾔﾏ ｶｴﾃﾞ

233 石山 楓 西新井支部

D-35
ｻｶｴﾀﾞ ｴｲｲﾁ

234 栄田　瑛一 埼玉県比企支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

03.幼年 年長 男子の部（１０名）　-　Dコート
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ﾌｸｼﾏ ｺﾄ

235 福島　古都 西新井支部

D-45

ｶｼﾜﾀﾞ ｼｵﾘ

236 柏田 詩織 足立支部

D-53

ｵｶﾀﾞ ｻｷ

237 岡田 彩希 千葉海浜支部

D-46

ﾖｺﾃ ﾘｵ

238 横手　梨央 さいたま見沼支部

D-57

ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ

239 吉田　乃愛 西新井支部

D-47

ｱｶｶﾞﾐ ｺｺﾈ
240 赤上 心音 埼玉県武州北支部

D-54

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙ

241 池田　暖 埼玉県比企支部

D-48

ﾌﾙﾔ ﾅﾅｵ

242 古谷 奈々桜 足立支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

04.幼年 年長 女子の部（８名）　-　Dコート
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ﾔｽﾉ ｴｲｼﾞ
243 安野 瑛士 蓮田支部

D-18
ﾊﾀ ﾘｭｳｾｲ

244 秦　隆成 福島県支部

ﾅｶﾔﾏ ｻﾂｷ D-58
245 中山　颯月 埼玉県北支部

ｵｵﾔﾏ ﾀｶﾄ D-1
246 大山　隆翔 東川口・戸塚安行支部

ｶﾀﾔﾏ ｺﾞｳｷ D-19
247 片山 剛輝 蓮田支部

ﾄﾋﾞﾀ ﾄｳﾔ D-2
248 飛田 斗也 西新井支部

D-70
ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ ﾕｳｺﾞ

249 新行内　悠吾 埼玉県比企支部

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ D-20
250 鈴木 柚斗 千葉海浜支部

ｲﾉｳｴ　ﾀｲｾｲ D-3
251 井上　泰成 東川口・戸塚安行支部

ﾄﾐﾀ　ﾏｷｱ D-59
252 冨田　真起明 蓮田支部

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾘ D-4
253 橋本 悠利 埼玉県武州北支部

ｶﾖｳ ｼｮ D-21
254 賀陽 初 埼玉県西支部

ﾖｺｶﾜ ﾙｶ D-5
255 横川 瑠風 春日部支部

D-76
ﾋｲｽﾞﾐ ﾗｲ

256 樋泉 礼 足立支部

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ D-22
257 木村 海翔 埼玉県武州北支部

ｵｵｾﾞｷ ﾀｲｾｲ D-6
258 大関　太惺 福島県支部

ﾜﾀﾞ ﾗｲｱﾝ D-60
259 和田　来安 足立支部

ｶﾝﾊﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ D-7
260 神原 信之介 栃木県・茨城県支部

ｶﾈｺ ﾄﾜ D-23
261 金子 翔空 蓮田支部

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ D-8
262 田中 龍誠 埼玉県西支部

D-71
ｱﾍﾞ ｵｳｽｹ

263 阿部 煌介 埼玉県西支部

ｻﾄｳ ｿｳﾏ D-24
264 佐藤 蒼真 足立支部

ﾋﾛｾ ｷﾞﾝｼ D-9
265 廣瀬　銀心 埼玉県武州北支部

ﾏﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ D-61
266 町田　心大朗 東川口・戸塚安行支部

ｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ D-10
267 江田　大翔 福島県支部

ｺﾝﾉ ﾋﾅﾀ D-25
268 紺野 陽 西新井支部

ｳｴﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ D-11
269 植元 幹太郎 千葉海浜支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

05.小学１年生 男子 初級の部（５級以下）（２７名）　-　Dコート
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ﾊﾀ　ﾋﾏﾜﾘ

270 秦　向日葵 埼玉県比企支部

D-62

ｼﾐｽﾞ　ｺﾄﾊ

271 志水　琴羽 西新井支部

D-72

ｲﾁﾉｶﾜ　ﾐｱﾝ

272 市野川　美杏 武蔵中央支部

D-63

ｼﾓｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ

273 下條　栞奈 春日部支部

D-77

ｻｸﾗｲ ｱｲｷ

274 櫻井　あいき 東京板橋支部

D-64

ｶﾄｳ　ｺｺｱ

275 加藤　心彩 鳩ケ谷支部

D-73

ｲｹﾀﾞ　ﾚﾝ

276 池田　恋 埼玉県比企支部

D-65
ﾖｺﾃ ﾐｸ

277 横手　美玖 さいたま見沼支部

D-36
ﾈﾓﾄ ﾓｱ

278 根本　萌愛 春日部支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

07.小学１年生 女子 初級の部（５級以下）（９名）　-　Dコート
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ﾀﾅｶ ﾊﾙﾏ

279 田中　大舞 西新井支部

D-26
ﾋﾗｲﾜ ﾊﾙ

280 平岩 春 埼玉東支部

D-66
ｱｷｸﾎﾞ ｺｳ

281 秋久保 琥羽 足立支部

ﾄｳﾔﾏ ﾀﾞｲｷ D-27
282 藤山 大樹 春日部支部

ﾂﾁﾀﾞ ﾄｳﾔ D-12
283 槌田　橙矢 さいたま環状支部

D-74
ｾｷﾈ　ｺｳｲﾁﾛｳ

284 関根　煌一郎 埼玉県比企支部

ｵｵｷ ﾄﾓｷ D-28
285 大木　智樹 久喜支部

ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ D-13
286 大塚　仁人 千葉東葛支部

D-67
ﾓﾘﾅｶﾞ　ｹﾝｼﾛｳ

287 森永　賢志朗 足立支部

ﾀｶﾔﾏ ｷﾖﾄ D-29
288 髙山 廉仁 栃木県・茨城県支部

ﾏｶﾍﾞ ﾊﾙﾐ D-14
289 間ケ部 陽海 蓮田支部

D-78
ﾊﾔﾏ ｺｳﾀ

290 羽山 虎太 足立支部

ﾄｲ ﾕｳﾏ D-30
301 樋　優磨 福島県支部

ｻｶﾏｷ ﾄﾜ D-14"
291 酒巻 杜羽 千葉東葛支部

D-68
ｻｶｲ　ｶｽﾞﾏ

292 酒井　一真 西新井支部

ｲﾁﾉﾜﾀﾘ ﾕｲ D-31
293 一ノ渡 翔唯 春日部支部

ﾂﾂﾐ ﾀﾂｿﾞｳ D-15
294 堤 龍三 久喜支部

D-75
ｺﾔﾏ　ﾏｻｷ

295 小山　将輝 埼玉県西支部

ｻﾔﾏ ﾀｲﾁ D-32
296 佐山 太一 西新井支部

ﾅｶｻﾞﾄ　ﾄﾓﾔ D-16
297 中里　友哉 栃木県・茨城県支部

D-69
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

298 田中　翼 埼玉県北支部

ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ D-33
299 杉田 虹稀 春日部支部

ｺｶﾞ ｶｲｾｲ D-17
300 古賀 海惺 所沢支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

09.小学２年生 男子 初級の部（５級以下）（２３名）　-　Dコート
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C-46

　３位
決定戦

ｴﾝﾄﾞｳ　ｹﾞﾝｼﾞ

137 遠藤 源治 西新井支部

C-40

ｱﾗｶﾜ　ﾙｲ

138 荒川　瑠伊 蓮田支部

C-47

ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ

139 岡田 佳大 千葉海浜支部

C-41

ｾﾉ　ﾘﾝﾀﾛｳ

140 瀬野　倫大郎 福島県支部

C-36

ｲﾏﾏｷ ｺｳｾｲ

141 今牧 昊征 蓮田支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

10.小学２年生 男子 上級の部（４級以上）（５名）　-　Cコート
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ｽｽﾞｷ ｿﾅ

56 鈴木 蒼夏 埼玉県北支部

B-11

ﾔﾊｷﾞ ﾐﾔﾋﾞ

57 矢作 雅妃 埼玉県西支部

B-38

ｵｵﾋﾗ　ｺﾊ

58 大平　心春 埼玉県比企支部

B-12

ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾅ

59 松岡　珠菜 埼玉県武州北支部

B-43

ﾊﾅｵｶ ﾚｵﾅ

60 花岡　恋緒奈 埼玉県北支部

B-13

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ

61 平泉　陽向 千葉東葛支部

B-39

ﾏｷ ﾅﾅｶ

62 眞木 菜々香 春日部支部

B-14
ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾅ

63 松本 那菜 西新井支部

B-10
ｶｼﾜﾀﾞ ﾕｳｶ

64 柏田 悠花 足立支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分 ３ｋｇ １分

11.小学２年生 女子 初級の部（５級以下）（９名）　-　Bコート
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ﾄﾐｵｶ　ｶｽﾞﾏ

142 冨岡　和真 埼玉県比企支部

C-12
ﾁｴﾀﾞ ﾀｲﾘ

143 千枝 大凌 東川口・戸塚安行支部

C-32
ﾖｺﾔﾏ　ｹﾝﾀﾛｳ

144 横山　建太朗 鳩ケ谷支部

ｲﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ C-13
145 市山 颯人 千葉東葛支部

ｷｸﾁ　ﾃﾂ C-1
146 菊池　鉄心 福島県支部

C-42
ﾌｼﾞｶﾜ　ﾀﾞｲﾁ

147 藤川　大地 埼玉県比企支部

ｳﾒﾂ ﾀﾞｲ C-14
148 梅津 大 栃木県・茨城県支部

ｺﾝﾉ ｱﾗﾀ C-2
149 紺野 新 西新井支部

C-33
ｻｶｲ　ﾂﾊﾞｻ

150 酒井　翼 武蔵中央支部

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ C-15
151 橋本　悠冴 福島県支部

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｸ C-3
152 原田 凌空 東京板橋支部

C-49
ｾｷﾈ　ﾅﾁ

153 関根　那莉 埼玉県比企支部

ｻﾅﾀﾞ ﾀﾞｲｷ C-16
154 眞田 大輝 埼玉県武州北支部

ｼｮｳｼﾞ　ｹﾝﾄ C-4
155 庄司　健人 武蔵中央支部

C-34
ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｺｳｶﾞ

156 平泉　幸向 千葉東葛支部

ﾀｶｵｶ ﾄﾗﾉｽｹ C-17
157 高岡　虎埜介 福島県支部

ｻｻｲ ﾙｶ C-5
158 笹井 琉夏 春日部支部

C-43
ﾅｶｼﾏ　ﾕｳﾀ

159 中島　優汰 埼玉県比企支部

ｳﾗﾍﾞ ﾊﾔﾄ C-18
160 卜部 隼乙 西新井支部

ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ C-6
161 大島 凌太朗 埼玉県北支部

C-35
ｵｵﾔﾏ　ﾋﾛｷ

162 大山　弘樹 東川口・戸塚安行支部

ﾋﾗﾀ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ C-19
163 平田　龍一朗 埼玉県比企支部

ﾓﾘ ﾌｳﾄ C-7
164 森 楓斗 西新井支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

13.小学３年生 男子 初級の部（５級以下）（２３名）　-　Cコート
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C-48

　３位
決定戦

ｻｲﾄｳ ﾗｸ

165 齋藤 楽空 蓮田支部

C-44

ﾊｽﾐ ｷｮｳｽｹ

166 蓮見　京亮 蓮田支部

C-37

ﾌｶｶﾞﾜ ﾕｳﾏ

167 深川　右真 さいたま環状支部

C-50

ｴﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ
168 遠藤 一誠 西新井支部

C-38

ｻｶﾏｷ　ｼｮｳﾀﾛｳ

169 酒巻　正太郎 武蔵中央支部

C-45

ｶﾜｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ
170 川島　広大 蓮田支部

C-39

ﾎﾘｼﾀ ｺﾀﾛｳ

171 堀下 琥太郎 千葉海浜支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

14.小学３年生 男子 上級の部（４級以上）（７名）　-　Cコート
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ｲﾏﾊｼ　ｷｮｳｺ

172 今橋　響子 埼玉県比企支部

C-52

ﾐﾅﾐ ｺｱ

173 南　　コア 埼玉県西北支部

C-64

ﾖｼﾊﾞ ﾕﾘ
174 吉羽 百合 千葉海浜支部

C-53

ﾋﾛｾ ﾐﾐ

175 廣瀬　心々 埼玉県武州北支部

C-72

ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾖ
176 進藤 千代 千葉海浜支部

C-54

ﾊﾏﾀﾞ　ﾕｳ

177 浜田　悠 東京板橋支部

C-65

ｶﾜﾀﾞ　ｲﾂｷ

178 川田　いつき 埼玉県比企支部

C-55
ｺｸﾎﾞ ﾅﾎ

179 小久保　奈穂 埼玉県武州北支部

C-51
ﾁｸ ｺｺﾛ

180 知久 心優 栃木県・茨城県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

15.小学３年生 女子 初級の部（５級以下）（９名）　-　Cコート
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C-73

　３位
決定戦

ｵｶﾀﾞ ｱｺ

181 岡田 明子 千葉海浜支部

C-66

ﾐﾅﾐ ｼｽﾞｶ

182 南　静夏 春日部支部

C-74

ｱﾍﾞ ﾋﾅﾉ
183 阿部 陽菜乃 埼玉県西支部

C-67

ﾌｸｼﾏ ﾁﾖ

184 福島　千代 西新井支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

16.小学３年生 女子 上級の部（４級以上）（４名）　-　Cコート
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ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾀ

185 吉田　優太 西新井支部

C-56
ｽﾅｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

186 砂川 駿介 さいたま環状支部

C-20
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾄ

187 岩﨑 陽斗 千葉海浜支部

C-68

ｾﾝﾊﾞ ﾊﾔﾄ

188 仙庭　颯斗 西新井支部

C-57
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾄ

189 北川 諒 埼玉県武州北支部

C-21
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ

190 田中 樹 久喜支部

C-75

ｲﾏｲ ﾘｵﾝ

191 今井 理温 東川口・戸塚安行支部

C-58
ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳﾀﾛｳ

192 松本 裕太朗 西新井支部

C-22
ｵﾁｱｲ　ｹﾝｼﾝ

193 落合　健心 埼玉県比企支部

C-69

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
194 岡田 大雅 西新井支部

C-59
ｼｹﾞｲ ﾕｳｷ

195 重井 勇輝 千葉海浜支部

C-23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

196 渡邉 旬 所沢支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

17.小学４年生 男子 初級の部（５級以下）(１２名）　-　Cコート
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ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳ
197 関口　将 蓮田支部

C-24
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

198 木村 友哉 埼玉県西支部

C-60
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ

199 鈴木 康生 埼玉県北支部

ｺﾊﾞﾘ　ﾖｼﾄ C-25
200 小針　嘉人 福島県支部

ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ C-8
201 西村 亮汰 西新井支部

C-70
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

202 宮崎 雄大 西新井支部

C-26
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾄ

203 大塚　友人 千葉東葛支部

C-61
ｵｸ　ｹﾝﾄ

204 奥　拳飛 福島県支部

ｳｴｸｻ ﾀｲｷ C-27
205 植草　大輝 千葉海浜支部

ﾖｺｶﾜ ｱﾔﾄ C-9
206 横川 礼翔 春日部支部

C-76
ｳﾈ ｶﾞｸﾄ

207 宇根 岳斗 西新井支部

C-28
ｷﾀﾀﾞ ｹﾝﾄ

208 北田 健人 所沢支部

C-62
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｼ

209 中山　碧心 埼玉県北支部

ﾜﾀﾍﾞ　ﾅﾙ C-29
210 渡部　南琉 さいたま見沼支部

ｻｸﾗｲ ﾄﾓｷ C-10
211 櫻井 智規 所沢支部

C-71
ﾊﾔﾏ ｼｭｳﾀ

212 羽山 悠太 足立支部

C-30
ｳｴﾉ ﾙｱ

213 上野 琉雅 千葉東葛支部

C-63
ﾓﾄﾊｼ　ﾘｷ

214 本橋　理樹 西新井支部

ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞｳ C-31
215 山岸 慈雨 蓮田支部

ﾆﾍｲ　ﾀｲﾁ C-11
216 二瓶　太一 福島県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

18.小学４年生 男子 上級の部（４級以上）（２０名）　-　Cコート
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B-45

　３位
決定戦

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕﾏ

65 菅原 優真 栃木県・茨城県支部

B-41

ｼﾓｼﾞﾖｳ ﾐｽﾞｷ
66 下條　瑞季 春日部支部

B-48

ﾀﾇﾏ ﾊﾅ
67 田沼 華 栃木県・茨城県支部

B-42

ｲﾉｳｴ　ｱｷﾉ

68 井上　晶乃 東川口・戸塚安行支部

B-36

ｵｵｻﾜ ﾏﾅﾐ
69 大澤 愛未 さいたま見沼支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

19.小学４年生 女子 初級の部（５級以下）（５名）　-　Bコート
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本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

70 71 72

松岡　心菜 埼玉県武州北支部 坂野 玲奈 所沢支部 鎌田　李香 千葉海浜支部

ﾏﾂｵｶ ｺｺﾅ
70 松岡　心菜 埼玉県武州北支部

ｻｶﾉ ﾚﾅ

71 坂野 玲奈 所沢支部

ｶﾏﾀ ﾘｶ
72 鎌田　李香 千葉海浜支部

ﾏﾂｵｶ ｺｺﾅ
70 松岡　心菜 埼玉県武州北支部

ｻｶﾉ ﾚﾅ
71 坂野 玲奈 所沢支部

ﾏﾂｵｶ ｺｺﾅ
70 松岡　心菜 埼玉県武州北支部

ｶﾏﾀ ﾘｶ
72 鎌田　李香 千葉海浜支部

ｻｶﾉ ﾚﾅ
71 坂野 玲奈 所沢支部

ｶﾏﾀ ﾘｶ
72 鎌田　李香 千葉海浜支部

ﾏﾂｵｶ ｺｺﾅ
70 松岡　心菜 埼玉県武州北支部 本

ｻｶﾉ ﾚﾅ
71 坂野 玲奈 所沢支部 本

ｶﾏﾀ ﾘｶ
72 鎌田　李香 千葉海浜支部 本

20.小学４年生 女子 上級の部（４級以上）（３名）　-　Bコート

B-37 B-40

B-37 B-44

B-40 B-44

B-37 赤　・　白 旗数
本

主審

B-37 赤　・　白 旗数
本

主審

B-40 赤　・　白 旗数
本

主審

B-40 赤　・　白 旗数
本

主審

本
主審

B-44 赤　・　白 旗数
本

主審

旗総数

旗総数

旗総数

B-44 赤　・　白 旗数
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B-51

　３位
決定戦

ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ

73 池田　建太 東川口・戸塚安行支部

B-46

ﾖｺﾃ ﾄﾓﾔ

74 横手　友哉 さいたま見沼支部

B-15

ｻﾄｳ　ﾘｮｳﾔ

75 佐藤　遼弥 鳩ケ谷支部

B-58

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾏｻﾄ

76 泉田 雅斗 さいたま見沼支部

B-16

ｶﾜﾉ　ｱｵｲ

77 河野　碧 千葉海浜支部

B-47

ﾔｽﾗｵｶ ｾｲｱ

78 安良岡 聖空 栃木県・茨城県支部

B-17

ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾀ

79 福島　悠太 さいたま見沼支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

21.小学５年生 男子 初級 軽量の部（５級以下 35kg以下）（７名）　-　Bコート
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B-52

　３位
決定戦

ﾔﾏｻﾞｷｼﾝﾉｽｹ
80 山崎慎之介 足立支部

B-49

ｵﾀﾞﾅｷﾞ ｺｳｽｹ
81 小棚木　洸介 福島県支部

B-18

ﾀｷﾔﾏ ｺｳﾀ

82 滝山 煌太 埼玉県武州北支部

B-59

ﾌﾙｻﾜ　ﾕｳﾗ

83 古澤　勇良 春日部支部

B-50

ﾀﾃﾞﾇﾏ ｱﾂｷ

84 蓼沼 侑玖 栃木県・茨城県支部

B-19

ﾀｶｴｽ ﾅﾙｷ

85 高江洲　成基 さいたま環状支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

22.小学５年生 男子 初級 重量の部（５級以下 35kg超）（６名）　-　Bコート
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ﾌﾙﾊﾀ ﾘｶｺ

86 古畑　里佳子 さいたま見沼支部

B-53

ｱﾗｲ ﾜｶﾅ
87 新井 稚奈 埼玉県武州北支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

24.小学5年生 女子 初級 重量の部 (5級以下 35kg 超) （２名）　-　Bコート
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ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｷﾋｻ

88 德永　宗久 千葉海浜支部

B-20
ﾎﾘｺｼ ﾕｾﾞﾝ

89 堀越 結全 久喜支部

B-1
ﾊﾅｵｶ ﾕｳｷ

90 花岡　優樹 埼玉県北支部

B-54

ﾏｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

91 眞木 琉之介 春日部支部

B-21
ﾀｶｵｶ ｴｲﾄ

92 高岡 瑛人 所沢支部

B-2
ｱﾐﾉ ﾕｳﾄ

93 網野 佑斗 西新井支部

B-65

ﾂﾁｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ

94 土澤 翔真 栃木県・茨城県支部

B-22
ﾐﾈｷﾞｼ　ﾕｳ

95 峯岸　悠宇 武蔵中央支部

B-3
ﾄﾖｼﾏ　ﾊﾔﾄ

96 豊嶋　駿仁 鳩ケ谷支部

B-55
ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ

97 高橋 拳心 蓮田支部

B-4
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

98 山崎　泰雅 福島県支部

ｽﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ B-23
99 須田　大翔 埼玉県北支部

ｳｴﾀﾞ ｺﾄ B-5
100 植田 琥斗 西新井支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

25.小学５年生男子上級 軽量の部 （４級以上 35kg以下） (１３名）　-　Bコート
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ｶｼﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

101 柏田 悠希 足立支部

B-24

ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾀ

102 榎本　夢大 福島県支部

B-56

ｱﾗｲ ﾕｽﾞｷ

103 荒井 柚気 蓮田支部

B-25
ｲｻﾐ ﾊﾔﾃ

104 勇 颯 さいたま見沼支部

B-6
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ

105 山本 拓実 春日部支部

B-66

ｼｹﾞｲ ﾀﾞｲｷ

106 重井 大輝 千葉海浜支部

B-26
ｶﾄｳ ﾕｳｷ

107 加藤　祐暉 蓮田支部

B-7
ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾄ

108 千葉　蓮斗 西新井支部

B-57

ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ

109 八取　祥太郎 福島県支部

B-27
ｲｼﾜﾀﾘ ｶｲ

110 石渡 翔生 千葉東葛支部

B-8
ﾉﾉﾑﾗ ｺｳﾀ

111 野々村 宏太 さいたま環状支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

26.小学５年生男子上級 重量の部 （４級以上 35kg超） (１１名）　-　Bコート
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B-64

　３位
決定戦

ｵｵｼﾛ ｱﾘｻ

112 大城　有里彩 西新井支部

B-60

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾉ

113 阿部 裕乃 埼玉県西支部

B-68

ﾏｽｵｶ ﾐﾗﾝ

114 益岡　未藍 埼玉県北支部

B-61

ｻｶﾏｷ ﾘﾝ

115 酒巻　りん 武蔵中央支部

B-28

ﾋﾀﾞ ﾘﾝｻ

116 飛田 琳沙 栃木県・茨城県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

28.小学５年生女子上級 重量の部（４級以上 35kg超）（５名）　-　Bコート
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B-67

　３位
決定戦

ｵｸｲ ﾊﾔﾄ

117 奥井　駿人 埼玉県比企支部

B-62

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

118 中山　優大 福島県支部

B-29

ﾔﾏｶﾜ ｼｮｳｲ

119 山川 翔偉 埼玉県武州北支部

B-71

ｶﾄｳ ﾀｸﾄ

120 加藤　匠斗 鳩ケ谷支部

B-30

ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

121 岩本　怜大 蓮田支部

B-63

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

122 近藤 駿斗 新潟県支部

B-31

ｲﾏﾊｼ ﾀｸﾛｳ

123 今橋　拓郎 埼玉県比企支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

33.小学6年生 男子 上級 軽量の部（４級以上 40kg以下）（７名）　-　Bコート
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ﾄｲﾀﾞ ｻｰﾌ

124 戸井田　珊風 埼玉県比企支部

B-32

ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

125 阿部　隆之介 福島県支部

B-69

ｶﾜﾀ ﾊﾙﾄ

126 川田 遥斗 埼玉県武州北支部

B-33

ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ

127 岩﨑 勇希 千葉海浜支部

B-74

ﾌｸﾄﾒ ｿｳﾀ

128 福留　想大 千葉海浜支部

B-34

ﾔﾊｷﾞ ﾂﾊﾞｻ

129 矢作 翼 埼玉県西支部

B-70

ｲﾉ ﾕｳｽｹ

130 猪野 祐輔 蓮田支部

B-35
ｲﾁﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ

131 市山 壽大 千葉東葛支部

B-9
ｽﾄｳ ﾖｳﾍｲ

132 須藤　陽平 福島県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

34.小学６年生 男子 上級 重量の部 （４級以上 40kg超） (９名）　-　Bコート
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ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗ

133 竹内 さくら 足立支部

B-72

ｺﾔﾏ ﾏﾐｶ

134 小山 真実果 蓮田支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

35.小学６年生 女子 上級 軽量の部（４級以上 40kg以下）（２名）　-　Bコート
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ｻｸﾗｲ ﾕﾒ

135 櫻井　ゆめ 東京板橋支部

B-73

ﾀｹｳﾁ ﾕｷ

136 竹内 夕葵 蓮田支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

36.小学6年生 女子 上級 重量の部（４級以上 40kg超）（２名）　-　Bコート
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ｾｷﾈ　ﾊﾙﾄ

1 関根　悠人 埼玉県比企支部

A-10

ﾊｯﾄﾘ　ﾀｸﾐ

2 服部　拓海 鳩ケ谷支部

A-26

ﾖｼﾀﾞ　ｱｲﾙ
3 吉田 愛琉 蓮田支部

A-11
ｳﾒﾂ ｶｲ

4 梅津 海 栃木県・茨城県支部

A-1
ﾖｼﾀﾞ　ｼｭﾝｽｹ

5 吉田　峻輔 埼玉県比企支部

A-31

ﾖｼﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ
6 吉田 健太郎 栃木県・茨城県支部

A-12
ｳﾁﾏ　ｺｳｽｹ

7 内間　康介 さいたま見沼支部

A-2
ﾓﾛｽﾞﾐ　ﾏﾄﾞｶ

8 両角 円 足立支部

A-27

ﾀｼﾞﾏ　ｼﾂﾞｷ

9 田島　陽月 武蔵中央支部

A-13
ﾕｱｻ　ｶｽﾞｷ

10 湯浅　和樹 福島県支部

A-3
ｽﾀﾞ ｿﾗ

11 須田　青空 埼玉県北支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

38.中学１年生 男子 上級の部（４級以上）(１１名）　-　Aコート
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A-21

　３位
決定戦

ﾄｲﾀﾞ　ｶﾘﾌﾞ

12 戸井田　海風 埼玉県比企支部

A-14

ﾊｽﾐ　ﾀｲｾｲ
13 蓮見 泰青 蓮田支部

A-28

ｵｵﾊﾗ ﾈｵ

14 大原 寧王 足立支部

A-15

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳﾀ
15 渡辺　亮太 大阪南支部

A-7

ｲｸﾞﾁ　ﾐｺﾄ
16 井口　未来翔 蓮田支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

40.中学２年生 男子上級の部 （４級以上）（５名）　-　Aコート
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本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

17 18 19

増野 宏希 埼玉県西支部 加藤　哉斗 鳩ケ谷支部 八取　龍太郎 福島県支部

ﾏｽﾉ　ﾋﾛｷ
17 増野 宏希 埼玉県西支部

ｶﾄｳ　ｶﾅﾄ

18 加藤　哉斗 鳩ケ谷支部

ﾊｯﾄﾘ　ﾘｭｳﾀﾛｳ
19 八取　龍太郎 福島県支部

ﾏｽﾉ　ﾋﾛｷ
17 増野 宏希 埼玉県西支部

ｶﾄｳ　ｶﾅﾄ
18 加藤　哉斗 鳩ケ谷支部

ﾏｽﾉ　ﾋﾛｷ
17 増野 宏希 埼玉県西支部

ﾊｯﾄﾘ　ﾘｭｳﾀﾛｳ
19 八取　龍太郎 福島県支部

ｶﾄｳ　ｶﾅﾄ
18 加藤　哉斗 鳩ケ谷支部

ﾊｯﾄﾘ　ﾘｭｳﾀﾛｳ
19 八取　龍太郎 福島県支部

ﾏｽﾉ　ﾋﾛｷ
17 増野 宏希 埼玉県西支部 本

ｶﾄｳ　ｶﾅﾄ
18 加藤　哉斗 鳩ケ谷支部 本

ﾊｯﾄﾘ　ﾘｭｳﾀﾛｳ
19 八取　龍太郎 福島県支部 本

旗総数

旗総数

旗総数

A-24 赤　・　白 旗数
本

主審

A-24 赤　・　白 旗数
本

主審

A-16 赤　・　白 旗数
本

主審

A-16 赤　・　白 旗数
本

主審

A-8 赤　・　白 旗数
本

主審

A-16 A-24

A-8 赤　・　白 旗数
本

主審

42.中学３年生 男子 上級の部（４級以上） （３名）　-　Aコート

A-8 A-16

A-8 A-24
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ｵｵｻﾜ　ｻﾅ
20 大澤 彩菜 さいたま見沼支部

A-18

ｱﾗｲ　ｻﾅ
21 新井 沙奈 埼玉県武州北支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

43.中学１年生 女子 初級の部 （５級以下）（２名）　-　Aコート
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A-29

　３位
決定戦

ｸﾜﾊﾗ　ｼﾅ

22 桑原　しな 蓮田支部

A-22

ｳﾁﾀﾞ　ｻﾔｶ

23 内田　紗矢香 足立支部

A-4

ｲﾁﾉｶﾜ　ｺｺﾅ

24 市野川　心菜 武蔵中央支部

A-32

ｲｸﾞﾁ　ｶﾅﾒ
25 井口　叶夢 蓮田支部

A-5

ﾋﾀﾞ　ｱﾔﾈ
26 飛田 彩寧 栃木県・茨城県支部

A-23

ﾆｲｻﾞｶ　ﾏﾘﾝ
27 新坂　真凛 春日部支部

A-6

ﾖｺﾔﾏ　ｷﾗﾘ

28 横山　きらり 鳩ケ谷支部

本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

44.中学１年生 女子上級の部 （４級以上）（７名）　-　Aコート
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本戦 延長 体重判定 再延長
１分３０秒 １分３０秒 ３ｋｇ １分３０秒

29 30 31

赤川　美乙 さいたま環状支部 新井　ココナ 埼玉県西北支部 竹内 悠笑 蓮田支部

ｱｶｶﾞﾜ ﾐｵ
29 赤川　美乙 さいたま環状支部

ｱﾗｲ ｺｺﾅ

30 新井　ココナ 埼玉県西北支部
ﾀｹｳﾁ ﾕｴ

31 竹内 悠笑 蓮田支部

ｱｶｶﾞﾜ ﾐｵ
29 赤川　美乙 さいたま環状支部

ｱﾗｲ ｺｺﾅ
30 新井　ココナ 埼玉県西北支部

ｱｶｶﾞﾜ ﾐｵ
29 赤川　美乙 さいたま環状支部

ﾀｹｳﾁ ﾕｴ
31 竹内 悠笑 蓮田支部

ｱﾗｲ ｺｺﾅ
30 新井　ココナ 埼玉県西北支部

ﾀｹｳﾁ ﾕｴ
31 竹内 悠笑 蓮田支部

ｱｶｶﾞﾜ ﾐｵ
29 赤川　美乙 さいたま環状支部 本

ｱﾗｲ ｺｺﾅ
30 新井　ココナ 埼玉県西北支部 本

ﾀｹｳﾁ ﾕｴ
31 竹内 悠笑 蓮田支部 本

46.中学２年生 女子上級の部（４級以上）（3名）　-　Aコート

A-9 A-17

A-9 A-25

A-17 A-25

A-9 赤　・　白 旗数
本

主審

A-9 赤　・　白 旗数
本

主審

A-17 赤　・　白 旗数
本

主審

A-17 赤　・　白 旗数
本

主審

本
主審

A-25 赤　・　白 旗数
本

主審

旗総数

旗総数

旗総数

A-25 赤　・　白 旗数
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　３位
決定戦

ｺｳﾉ　ﾃﾝｶﾞ

32 孝野 天河 所沢支部

A-19

ｾｷﾈ　ﾕｳｷ

33 関根　有希 埼玉県比企支部

A-33

ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｷ
34 安藤 大輝 蓮田支部

A-20

ﾏﾝﾎﾞｳ　ﾋﾛｱｷ

35 萬寳　啓明 栃木県・茨城県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

50.高校生 男子 上級の部 （４級以上）（４名）　-　Aコート

A-30
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ﾐﾔｷﾀ　ｺｳｼﾞ
36 宮北 昂治 埼玉東支部

A-34

ﾏﾂｼﾏ　ﾅｵｷ
37 松嶋 直樹 埼玉県武州北支部

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

53.一般 男子 初級の部 （５級以下）（２名）　-　Aコート
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A-44

　３位
決定戦

ﾔﾏｼﾀ　ｺｳﾀﾛｳ

38 山下　康太朗 東川口・戸塚安行支部

A-40

ｶﾜｳﾁ　ﾕｳｷ
39 河内 勇樹 千葉東葛支部

A-49

ﾋﾗﾉ　ﾌﾐｱｷ
40 平野 文明 蓮田支部

A-41

ﾌｼﾞﾉ　ｶﾂﾄﾓ
41 藤野 雄大 春日部支部

A-35

ｵｵｾﾞｷ　ﾀｶﾏｻ

42 大関　貴政 栃木県・茨城県支部

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

準決勝以降 本戦 延長 再延長 体重判定
３分 ２分 ２分 ３ｋｇ

55.一般 男子 上級の部（４級以上）（５名）　-　Aコート
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ﾌｼﾞﾀﾆ ﾜｶﾅ

43 藤谷 和愛 埼玉県西支部

A-37

ｲﾜｲ ﾐﾉﾘ

44 岩井 みのり 蓮田支部

本戦 延長 体重判定 再延長
２分 ２分 ３ｋｇ ２分

56.一般 女子の部 （18才以上 サポーター有）（２名）　-　Aコート
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A-45

　３位
決定戦

ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ

45 木村　秀人 千葉海浜支部

A-42

ﾀｹﾀﾞ　ｼｹﾞｵ
46 竹田 樹央 埼玉東支部

A-47

ﾀｼﾞﾏ　ｼｭｳｲﾁ
47 田島 修一 東京板橋支部

A-43

ﾅﾘﾀ　ﾖｳｲﾁ

48 成田　洋一 埼玉県比企支部

A-36

ｲｲﾀﾞ　ﾏｻﾋｺ

49 飯田　政彦 武蔵中央支部

本戦 延長 体重判定
１分３０秒 １分３０秒 軽い方の勝ち

57.壮年 男子 初級の部（5級以下）（５名）　-　Aコート
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A-46

　３位
決定戦

ｺｲｽﾞﾐ　ﾐｻｵ

50 小泉　操 埼玉県西支部

A-38

ﾀｶｷﾞ　ｶｽﾞﾋﾄ
51 髙木 和人 足立支部

A-48

ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾔ

52 大原 一也 足立支部

A-39

ｲﾏﾆｼ ﾏｻﾉﾘ

53 今西　正憲 埼玉県北支部

本戦 延長 体重判定
１分３０秒 １分３０秒 軽い方の勝ち

58.壮年 男子 上級の部 （４級以上）（４名）　-　Aコート
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ｳｴﾀﾞ　ｶｸ
54 上田 格 蓮田支部

A-50

ｷﾑﾗ　ﾋﾛﾐ

55 木村　裕巳 久喜支部

本戦
３分

61.真剣勝負ルール 65kg 以下（２名）　-　Aコート
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