
第32回極真空手道選手権福島県大会　大会結果(個人戦)　平成31年3月24日(日)

個人戦 冲H��劍��ﾆ8��劔第3位 劔剔�4位 剴w力賞 �7y|ﾘ�ﾂ�(全日本選抜) 東北推薦 忠�9?ｩgｹ�僵"��8ﾉfｹ�I�R�

①少年部 仆Igｸﾛ亢r�劍�)YH.H,ﾂ�劔瀬谷すみれ 劔剳ﾀ木智花 � �� ��

初級A ��ﾝe4B�劍��ﾝi�Im��劔安斎猪苗代 劔刪ﾀ斎赤木 

②少年部 亊ｸ�(ﾆI�R�劔�Vｦﾆ侏It處r�劔増子奏芽 劔剌ｬ林葵 � �� ��

初級B 俶ﾘ�8��劔fｸ���ｲ�劔安斎本宮 劔刪ﾀ斎本宮 

③少年部 價�(it8ﾈ��劍ﾎ9:��^<B�劔木村富岳 劔剌泱剥辷､ � �� ��

中級 ��ﾝh4X4892�劍��ﾝh4X4892�劔士衡塾 劔剿k杜塾 

④少年部 侘9�ﾉwｩnﾒ�劔�ﾘ��w�6ﾂ�劔今みのり 劔刪ﾀ麗竜輝 � �� ��

上級 ��ﾝi�Y,��劍��ﾝigｸｷｲ�劔北杜塾 劔刪ﾀ斎赤木 

⑤一般部 俚):������劍ｭﾘﾘ��B�劔山崎明 劔剌M橋孝佑 � �� ��

初中級 ��ﾝi�Y,��劔69J�;��｢�劔士衡塾 劔刪ﾀ斎大槻 

⑥一般部 上級 ��ﾘ��{9Eh樞���ﾝigｸｷｲ�劔�H�)�I{｢���ﾝi�Y,��劔渡辺裕大 安斎SD 劔�- � �� ��

⑦全日本選抜 小2 辻�ｸｧﾆ�����浦8ﾘﾂ�嘉蕃 i勧: �� ��渇 �育�耳示侭�R��(袢Jﾙ}��唸u���� 劔� � �� ��

⑧全日本選抜 小3 侭?���謁駛��迄ｵ"�魂 鮮:i �� �� �� �� �� � �� � ��÷醤癌;懐jgI.榛ii ,立案議発露一一 ��

⑨全日本選抜 小4 侭o)|8��盈X�2�� �� 佰ｺ"陋�+"�Iｸｭ�8r�侭|��i霧槙十能難陀 劔冓i渡辺高横言i � ��i海氷理事ii 崩��Y�&繭"�

∴琵藷蓑輝ii 劔劔��右��儷Hﾊ��� ����9.偬ﾘ��� 劍���:�yV亦�∴窃霜英機-ii 

⑲全日本選抜 小5女子 仍ﾞ{�ﾆ��耳揄Y2�塵衣 鱒i �� ������ ��i∴青嶋 劔;鷲恭∴擦 ∴湾欝繊 佝�� �� ��

∴繋薄紫懸 剪�刳曙D 剴虔 ��

⑪全日本選抜 小5男子 迄侭�������/)Y��∴敵 弾 �� ��蕉 ��8�X示仄8��末末���9Ih囮�ﾂ粐苒粭白苳津｢�� ��ｩW褸���ﾂ��異ﾉY�%�｢�剪� � �� ��

⑫全日本選抜 小6女子 亦ﾘ併xｳ��鰾��迂ｸﾘﾂ�-ゝ.こし. 舵:∴ ��(��� ��a ��F程�ｩ���几�� 劔� � �� ��
i-＼群議瀞 

⑬全日本選抜 俘(ｸｶ迄ｭ8�ﾈ����剪�����H耳�����ﾈ������� 仄8ｴV��8��剪�-荒井二開成-ii`ー � �� ��

小6男子 末仂8ｶ2�繚野i ����刋ｾ8y�8���凵[嚢醤爽秋 劔凵�i縛嚢鞄 ��

⑭中学女子 ��逸I$ﾓｩgﾉ=���� �� 凛2ﾖ凉隕ﾘ���� 冓｢�感∴怒蒸ーi 劔-:藩熊∴轄馨_ii � ��∴/須藤ii霜浩一i ��

全日本選抜 ���末�9�｢�誓言 �� 劍漂o)}���� 剽ｦ綿 倩v�｢ﾒ�凵��樗哩諸�/ 劔∴i嚢薄蟄臥i二一1. 

⑧中学男子 全日本選抜 ��穐ﾉ:�爾��域ﾒ�辛裕 �� ��懐敬子擬 劍8ﾘ���一夕涙曽姻繊i 劔��∴i養軒.i舞稀 � ��1線/棋∴爆曳ii 仆IgｸｹXﾝ����

_i衝饗ii 劔 刪ﾀ∴前垂申 � ��僭�8~Zﾖ��� ���琇/yk��剿偖�^�･ﾙ�ﾘ鵙��ii嚢講葬槻i 

⑯マスター男子 全日本選抜 末艇6ｨ�ｸｭ�>����依隸�Ib�･正人 濁i ����i馨壇ii勘 i賛叢簿&.ち邁 劔ov��J5�簫粐ﾒ� 劔� � �� ��

⑰一般女子 全日本選抜 ��h揄:���J2訝�自ら;/i 墾ii � ��劔 劔� � �� ��

⑱一般男子 全日本選抜 辻陜ﾉ��Yur�舜烏/ 勢子 劍���8��刹ﾃ �� 劔� � �� ��

餐覇英槻 

※色つきは今大 ��,�,I�c�����9?ｩgｸｿ8詹;����劔劔手棒大会出場権を獲得した選手! 



第32回極真空手道選手権福島県大会　大会結果(団体戦)　平成31年3月24日(日)

団体戦 冲H��ほZ�YH,ﾘ偰~8�ﾂ��準優勝 ��c8犬�第4位 (初級は努力賞) �7y|ﾘ�ﾂ�東北推薦 �8ﾉfｹ�I�R�

⑲少年部 ��冉ｹ6ﾘ自nYfｹ>ﾉ>ﾈｴ��｢�【SKY】 ����Im�86��ｸ8��｢�【赤木Bチーム】 ���*ｨ*ﾘ,h*ﾘ/��｢� ��

大川原悠良 ��9$ｨ+x-ﾘ.｢�龍和奏 ��I�Y|ｹ���増子奏芽 
北杜塾 ��ﾝi)iV9�2�安斎赤木 ��ﾝi�Im��安斎本宮 

初級 儖)8姻Hｵ��小林香漂 ��ﾈﾊ丶9�B�鈴木勝生 ���nﾈ鐱^B�

北杜塾 ��漂)iV9�2�安斎赤木 ����Im��安斎本宮 

小林規汰 �)YH.H,ﾂ�並木智花 �6饐8ﾉX贅�斎藤荊緒 

北杜塾 ��ﾝi�Im��安斎赤木 ��ﾝi�Im��安斎大槻 

⑳少年部 ����ﾝh5�484ｸ�ｸ�｢�【赤木A手ム】 ��冉ｹ6ﾘ自nYfｹ>ﾉY�(�｢� ����Im��6��ｸ8��｢� ��

後藤大翔 ��I�Yyﾘ���今みのり 剴H水理子 
安斎ウイン ��ﾝi�Im��北杜塾 刪ﾀ斎赤木 

中級 傴ﾈ圸�Y�b�安蔚縞月 ��ﾘﾚｨ�截���氷ﾈｸﾈ��

安斎大槻 ��ﾝi�Im��北杜塾 刪ﾀ斎赤木 

王長楽 俘(�(佶�R�勝又咲愛 剄ｎR燵大 

安斎大槻 ��ﾝi�Im��北仕塾 刪ﾀ斎赤木 

⑳少年部 上級 ����ﾝh5h82ﾘ4��｢���ﾝi�"���ﾝi�Y,��9)gｸﾝ�����ﾝidﾉ62���nﾉI���ｲ���ﾝigｸｷｲ�【安斎ドルフィン】 佐藤悠貴 安斎大槻 増子遥斗 安斎本宮 安蓄電輝 安斎赤木 �� �� ��

⑳一校部 ����ﾝh遧�ﾘ�｢�ﾘ)nﾈﾗ�ｵ����ﾝi�Y,��6饐9uI�R���ﾝg4B��H�)�I{｢���ﾝi�Y,�� �� �� ��

⑳全日本 選抜 免ﾂﾗF免�"苳艇�ｸ�ｨﾋ��～_SKT卵子:- ��菓ｹ�ｺｨｪ末��∴嵯鵬｢i痛i助言 ��_/tS瓦餌 �5�)��6x8兀�98�ｦ��
田富いこい 刎�69zﾉ���2�佐藤光一 ��Y�ｨ､9���儖8ﾏｹ�)=��折笠友哉 

神武館 ����ｭ��安斎大槻 俶ﾘ��������ｭ��安斎大槻 

小学生 高学年 俘(ｻIz霎�6ﾂ�戸屋絆 估ｸﾋHｯ9EH狽�高橋来己 剄r木悠那 侘9�ﾉwｩnﾒ�

神武館 ����ｭ��安斎大槻 俶ﾘﾗH������ｭ��安斎大槻 

永井樹 �9:�tH柵�須藤友汰 �(i�ｩ�佝���69W洩��畑中佑月 

神武館 ����ｭ��安斎豊田 俶ﾘ��������ｭ��安斎ウイン 

⑳全日本 選抜 嚢5(5h7�4ｨ8ｨ�｢�【委霜風刺 迄���iwyt噂"�【寮薄萬籠】 �� ��
夕ツシユマイケル城 �6饐9�Y���猪俣博史 �Y:�wｨﾏﾂ�

士衡塾 ��ﾝidﾉ62�安斎喜多方 ��ﾝidﾉ62�

中学生 ��Y�ｨ�F��橋本勝哉 ��ﾝitN<B�靖子竜之介 
士筒型 ��漂�Y,��安斎大槻 ��ﾝi�Y,��

中村紬椋 �ｩYH苓截�岩井呼春 ��ｹ:�ｯ8､2�
士衛塾 ��ﾝi�Y,��安斎喜多方 ��ﾝidﾉ62�

※色つきは今大会にて第11回全日本空手道選手権大会出場権を獲得したチーム!


