
1/3

山口叶来也 中川翔稀 三ヶ島なな 渋谷優河

フルコンタクトカラテスクール
極真坂本金町 礼心会 無限勇進会

長塚　唯 佐藤海璃 尾原智也 大木　昊 宇治　蘭 有田伍希 室橋幸弥 野沢由珠輝

桜琳塾 極真坂本金町 極真東京佐藤道場 極真坂本栃木足利 極真埼玉今井道場 極真坂本旗の台 極真坂本旗の台 拳心流会館

☆阿部恭輔 ☆五十嵐寿俊 ☆佐久間陸翔 ☆東郷美優

桜琳塾 無限勇進会 極真埼玉木村道場 拳友会中山道場

小早川　凛 大関晃志 鈴木はぐみ 清水琉杜

士衛塾 極真松岡道場 桜琳塾 桜琳塾

五十嵐　陸 松本歩大 中村環太 加茂尚政

桜琳塾 桜琳塾 士衛塾 極真坂本栃木大田原

☆岡村奏洋 ☆鈴木健介 ☆安田四季 ☆山本寛太

一狼塾 極真坂本栃木大平 義和流拳法 極真坂本金町

谷口一哉 北口瑠杏 佐藤廉治 小峰大馳

義和流拳法 極真坂本栃木足利 拳友会中山道場 極真松岡道場

荒井虹輝 菊地悠人 半野颯大 渡辺敬介

極真坂本栃木佐野 士衛塾 極真坂本栃木足利 極真坂本金町

☆岩崎純菜 ☆富田雄介 ☆桑原右京 ☆荒川琉人

極真坂本栃木大平 極真坂本栃木大平
フルコンタクトカラテスクール

極真坂本栃木大平

菅波夏綺 山崎　東馬

波立塾 極真坂本旗の台

小波亮太 加藤楓汰 結城優斗 古溝修都

一狼塾 士衛塾 士衛塾 極真埼玉今井道場

☆花香琢磨 ☆和田翔太 ☆大野優心 ☆鈴木斗大

極真埼玉木村道場 極真埼玉木村道場 桜琳塾 極真安斎道場

岡田佳奈

士衛塾

☆鵜沢向日葵 ☆田中亜子 ☆脇田海音 ☆谷 飛香里

無限勇進会 極真坂本栃木大田原 礼心会 極真坂本栃木佐野

大山叶翔 竹川夏葵 矢口青空 東郷優希翔

極真坂本栃木益子 極真埼玉今井道場 極真坂本金町 拳友会中山道場

小５男子上級 ☆安田雄飛 ☆高橋海翔 ☆小川理貴 ☆門馬澄斗 小澤隼人 城野健太 早川貴也 佐久間大翔

38kg未満 義和流拳法 士衛塾 士衛塾 義和流拳法 極真館さいたま環状 極真埼玉木村道場 一狼塾 極真埼玉木村道場

小４女子初中級

小４女子上級

小５男子初中級

☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者

小３男女混合中級

小３男女混合上級

小４男子初級

小４男子中級

小４男子上級

階級 優勝 準優勝 三位 三位 敢闘賞

幼児年長男女混合

小１男女混合初級

小２男女混合初級

第11回全関東空手道選手権大会結果
☆印は全日本出場権獲得者

小１男女混合上級

小２男女混合中級

小２男女混合上級

小３男女混合初級
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小５男子上級 ☆田中　健 ☆新村流星 ☆黒須大智 ☆渡辺碧月
38kg以上 KWF極真千葉田中 極真坂本栃木大平 極真坂本栃木 極真坂本栃木佐野

荒井虹海
極真坂本栃木佐野

小５女子上級 ☆大久保カエラ ☆今井優歩
38kg未満 義和流拳法 拳友会中山道場
小５女子上級 ☆阿部美咲 ☆板倉未羽         ☆遠藤楓佳          
38kg以上 桜琳塾    士衛塾                    義和流拳法               

相澤広樹 菅波悠斗
桜琳塾 波立塾

小６男子上級 ☆諏佐人和 ☆小林勇飛 ☆三木快斗 ☆橋本藍斗 鈴木健之介 中川眞仁 室岡大将 江間　聖
43Kg未満 士衛塾 極真埼玉木村道場 拳友会中山道場 義和流拳法 桜琳塾 極真坂本金町 極真埼玉木村道場 士衛塾山梨
小６男子上級 ☆西丸　黎 ☆佐瀬慎之介 ☆齊藤総眞 ☆中川蒼太
43Kg以上 士衛塾 無限勇進会 士衛塾 士衛塾

中野倫華 田巻瑚弓
士衛塾 極真坂本栃木益子

小６女子上級 ☆渡辺　朱莉 ☆小野里莉緒
43Kg未満 極真坂本金町 極真坂本栃木足利
小６女子上級 ☆石綿千乃 ☆鈴木優羅 ☆脇田莉湖
43Kg以上 北眞舘 極真坂本栃木大平 礼心会
中学１年男子 ☆五味田力斗 ☆斉藤瑠那 ☆菅原修悟 ☆秋山　蓮 藤原翔太 見目流星 細越竜之介 相田陸斗
50kg未満 極真坂本栃木大平 士衛塾 士衛塾 拳友会中山道場 極真坂本東京城西 極真東京佐藤道場 桜琳塾 極真坂本東京城西
中学１年男子 ☆半野陽大 ☆渡邉　廣 ☆向里武蔵
50kg以上 極真坂本栃木足利 柔真流空手塾同志会 極真東京佐藤道場
中学２・３年男子 ☆佐久間　凱 ☆福永匠真 ☆猪飼真央 ☆室岡武蔵
55kg未満 士衛塾 KWF極真千葉田中 士衛塾 極真埼玉木村道場
中学２・３年男子 ☆志賀幸弘 ☆五十嵐　充 ☆佐藤　向 ☆永嶋克成
55kg以上 波立塾 士衛塾 至真会館 KWF極真千葉田中
中学１年女子 ☆竹平莉子 ☆村山夏帆 ☆高橋伶奈 ☆小堀亜莉紗
47㎏未満 極真東京佐藤道場 士衛塾 士衛塾 天心会館
中学２・３年女子 ☆宮井梨緒 ☆脇田優泉 ☆秋山　凛 ☆黒田茉凛
52kg未満 極真坂本金町 礼心会 拳友会中山道場 拳友会中山道場
中学２・３年女子 ☆小林麗於菜 ☆金丸優奈 ☆内山　雅　 ☆上野耀子
52kg以上 士衛塾 士衛塾山梨 波立塾 極真坂本栃木真岡
高校１年男子 ☆田口裕雅 ☆若林巧人
60kg以上 極真坂本栃木佐野 義和流拳法

敢闘賞及び出場権獲得者（☆印）

☆印は全日本空手道選手権大会の出場権獲得者

準優勝 三位 三位
第11回全関東空手道選手権大会結果

小５女子初中級

小６女子初中級

階級 優勝

小６男子初中級
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高校２・３年男子 ☆山畑龍人 ☆山内　渉 ☆服部玲弥

65kg未満 拳友会中山道場 波立塾 ＜非公開＞

高校２・３年男子 ☆五十嵐　猛 ☆小林斗樹於 ☆藤田恵佑 ☆岡本尚也

65kg以上 開志学園高等学校 士衛塾 極真坂本港北 桜琳塾

大蔵もえこ

＜非公開＞

マスターズ36～40歳 外狩宏樹 相樂　誠

70㎏未満 天心会館 芦原会館

マスターズ36～40歳 西丸　聡

70㎏以上 士衛塾

マスターズ41～45歳 坂本裕昭

70㎏未満 結城空手クラブ

マスターズ41～45歳 松本光雄 茂野幸史

70㎏以上 極真坂本栃木矢板 極真坂本座間

マスターズ46～50歳 中尾　学

63kg未満 KWF極真千葉田中

マスターズ46～50歳 谷中英元 梅ヶ迫哲治

70㎏未満 極真坂本座間 天翔塾

マスターズ46～50歳 木村一狼

70kg以上 一狼塾

マスターズ51歳～ 中三川 晃

63kg未満 結城空手クラブ

マスターズ51歳～ 竹平直樹

70kg以上 極真東京佐藤道場

マスターズ51歳～ 津久井　勇

70kg以上 極真坂本栃木足利

一般男子初級 仲田沙羅樹

70kg未満 極真埼玉木村道場

一般男子中級 齊木　祝 土橋森太郎

70kg未満 KWF極真千葉田中 天心会館

一般男子中級 松田　潤 増子裕介

70kg以上 極真坂本東京城西 極真坂本栃木益子

一般男子上級 高井駿也 飯田　蓮 井口昌紀 鎌田　槙

65kg未満 士衛塾 拳友会中山道場 極真坂本東京城西
フルコンタクトカラテスクール

一般男子上級 佐藤啓太 大嶋幸人 中村貴史

75kg未満 士衛塾 極真坂本金町 ＜非公開＞

一般男子上級 金原正和 郷田グンテル 中村和人 高橋英夫

75kg以上 極真坂本座間 極真坂本栃木足利 極真埼玉木村道場 極真坂本金町

階級 優勝 全日本出場権獲得者（☆印）

第11回全関東空手道選手権大会結果

準優勝 三位 三位

一般女子52kg未満


