
IBKO主催　第10回全日本大会　組手の部　結果  2018年10月14日
横浜文化体育館

小1女子 野﨑　優那 極真福井 堀内　楓 極真神奈川港北

小1男子 酒井　陽向 立志会 長山　拳悟 極真石川北川 岡井　優馬 魂心舘 小嶋　鷹飛 水滸會無限塾

小2女子 星山　真歩 眞琉會 大石　香歩 至真会館 石岡　優音 志成館 後藤　かれん 武奨館吉村

小2男子 坂間　陽桐 勇進会 冨山　莉王 吉田塾 和田　流星心 神武館 山口　叶来也 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小3女子 内藤　茉凛 正伝流中村道場 本田　夏 吉田塾 今田　二瑚 白蓮山形 大髙　流歌 極真埼玉木村

小3男子 祖父江　海斗 清凛館 樋口　銀雅 実践会館 小野寺　泰星 北海道今井道場 小嶋　隼飛 水滸會無限塾

小4女子34未満 小川　颯菜 志成館 安田　四季 星和会館 福島　千代 義和流拳法 加古　琴心 極真下町金町

小4女子34以上 吹野　珠愛 KWF極真千葉 西巻　里音 士衛塾総本部

小4男子34未満 永井　樹 神武館 畑　日丸 眞琉會 各務　壮祐 極真愛知石川 髙木　悠生 眞琉會

小4男子34以上 浦山　竜精 武奨館吉村 本杉　一颯 立志会 藤田　琉樺 L.A.GYM藤田 五味　結雅 飛馬道場

小5女子38未満 岩口　紗藍 清凛館 加木　美咲 極真東京佐藤 佐野　瑞祇 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 杉田　真彩 誠真会館清瀬

小5女子38以上 齋藤　絆菜 飛馬道場 矢田　心夏 勇気会

小5男子38未満 大鹿　烈毅 大鹿道場 山中　一成 極真東京佐藤 小林　海斗 至真会館 小林　遼雅 桜琳塾

小5男子38以上 波木井　陽夏 白蓮湘南鎌倉 野見山　嘉瞳 白蓮湘南鎌倉 小田嶋　元蔵 韓道場 谷口　一哉 義和流拳法

小6女子43未満 木村　優香 極真拳武會南浦和 佐藤　愛夏 心温塾 石黒　心春 武立会館 山村　優奈 極真東京佐藤

小6女子43以上 鵜沢　向日葵 勇進会 岩口　花凛 清凛館

小6男子43未満 池田　拓歩 極真埼玉木村 神田　恭吾 士衛塾石川 吉田　理壱 政浦道場 中村　陸 極真石川竹吉

小6男子43以上 大場　孔揮 勇進会 齋藤　桜舞 同志会 花香　琢磨 極真埼玉木村 岩上　旺牙 極真栃木足利

中1女子47未満 相川　実黎 極真拳武會南浦和 播磨　亜美 礼心会

中1女子47以上 板倉　未羽 士衛塾総本部 中山　公子 極真石川田賀

中2・3女子52未満 吉田　優輝　（中2） 吉田塾 一瀨　眞尋　（中3） 吉田塾 竹平　莉子　（中3） 極真東京佐藤 松岡　優奈　（中2） 如水會館

中2・3女子52以上 石綿　千乃　（中2） 同志会 本田　志帆　（中3） 吉田塾

中1男子50未満 野崎　凛太 極真埼玉木村 今関　龍太 吉田塾 吉田　渓人 KWF極真千葉 矢作　翼 極真館埼玉西

中1男子50以上 飯尾　梨頭夢 光山会 黒須　大智 極真栃木 須鎗　海羅 極真拳武會岩田 斉藤　快浬 士衛塾総本部

中2・3男子55未満 山口　叶和 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 秋山　蓮 拳友会中山 赤澤　優芽 白蓮近畿石橋 永嶋　樹 KWF極真千葉

中2・3男子55以上 細矢　秀太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 熱田　拓 KWF極真千葉 渡邉　廣 同志会 八谷　昌輝 極真宮城森

高1男子60未満 足立　蓮 士衛塾総本部 酒井　颯太 顕正会館

高1男子60以上 五十嵐　充 士衛塾総本部 榊原　朋毅 義和流拳法

高2･3男子65未満 永嶋　克成　（高2） KWF極真千葉 高橋　竜昂　（高2） 北海道格斗ｸﾗﾌﾞ

高2･3男子65以上 池上　景偉　（高3） 極真石川北川 佐藤　向　（高2） 至真会館

一般男子軽量級 郷　心路 勇進会 萩原　翔
極真拳武會
川崎元住吉

一般男子中量級 中島　清貴 極真城南三田
S. M. Hossein
Moghaddasi F.

極真イラン

一般男子重量級 Hamidreza Redaei 極真イラン Farhad　Diari 極真イラン

※高2以下の入賞者は、第11回全日本大会出場権を獲得しました

入賞外、第11回全日本大会出場権獲得者

小1女子 福島　古都 義和流拳法 加藤　優奈 五十嵐道場

小4女子34以上 小倉　真央 極真北海道今井 片栁　美咲 極真栃木大平

小5女子38以上 土上　穂乃果 極真石川田賀 大垣　春姫 拳翔館

小6女子43以上 魚江　蘭 天風会館 門田　莉奈 北心会

中1女子47未満 藤井　彩心 拳友会中山 伊藤　奈穂 相模原鈴木道場

中1女子47以上 森谷　心音 極真埼玉木村 川村　実里 武心剛術会

中2・3女子52以上 小林　椿　（中3） 錬修會 本田　優希菜　（中3） 飛馬道場

高1男子60未満 丸山　将悟 義和流拳法 佐藤　泰人 極真北海道今井

高1男子60以上 村上　廉 勇心会館 佐久間　凱 士衛塾総本部

高2･3男子65未満 木村　麟　（高2） 拳友会中山 関口　遼　（高2）
極真拳武會
埼京城北

高2･3男子65以上 森田　晟陽　（高3） SKC武心館 棟方　颯人　（高2） 極真埼玉木村
＊中3女子　及び　高3男子は、選抜対象外です。

階級名

階級名 準　優　勝優　勝
３　位（選抜順位4位）

選抜1 選抜2

３　位（選抜順位3位）

準決勝対戦相手が優勝

準決勝対戦相手が2位準決勝対戦相手が優勝

準決勝対戦相手が2位


