
IBKO第11回全日本大会　組手の部　結果  2019年10月13日
横浜文化体育館

小1女子 近藤　佑香 白蓮山形 小岩井　咲音 桜琳塾

小1男子 中岸　愛琉斗 内田塾 冨山　莉玖羽 吉田塾 中村　琉惺
極真拳武會
さいたま浦和

長谷川　陽祐
極真拳武會
さいたま浦和

小2女子 吉田谷　蘭 空身館 大久保　椎珂 野澤道場 福島　古都 義和流拳法 金子　茉莉香 MAC本部

小2男子 祖父江　洋斗 清凛館 松本　常 桜琳塾 渡邉　蒼生 光誠会 波木井　春陽 白蓮湘南鎌倉

小3女子 仁田水　咲良 誠真会館秋津 大石　香歩 至真会館 内藤　杏理 極真拳武會菅野 三ヶ島　なな 礼心会

小3男子 小﨑　太雅 真誠塾 冨山　莉王 吉田塾 山本　琉士郎 拳友会中山 秋葉　竜之介 勇進会

小4女子34未満 中村　碧葉 極真石川北川 鵜澤　帆波 勇進会

小4女子34以上 本田　夏 吉田塾 堀本　穂稀 心温塾

小4男子34未満 松原　晟太郎 如心館 吉田谷　徠翔 空身館 山下　颯志郎 吉田塾 小野　颯介
極真拳武會
さいたま浦和

小4男子34以上 大鹿　倫毅 大鹿道場 祖父江　海斗 清凛館 日比野　蓮 極真愛知石川 長谷川　凰星 勇進会

小5女子38未満 小川　颯菜 志成館 安田　四季 星和会館 加古　琴心 極真下町金町 福島　千代 義和流拳法

小5女子38以上 片栁　美咲 極真栃木大平 塩満　美嘉 桜琳塾

小5男子38未満 門馬　凛志
極真拳武會
さいたま浦和

大村　絆人 魂心舘 桜井　奏輔 大鹿道場 山下　琥太郎 吉田塾

小5男子38以上 上岡　遙人 極真栃木大平 青木　悠隼
極真拳武會
城南品川

金城　壮志 誠會 五味　結雅 飛馬道場

小6女子43未満 長谷川　桃子
極真拳武會
さいたま浦和

加木　美咲
極真拳武會
さいたま浦和

岩口　紗藍 清凛館 岩崎　純菜 極真栃木大平

小6女子43以上 齋藤　絆菜 飛馬道場 矢田　心夏 勇気会

小6男子43未満 山中　一成 極真東京佐藤 小野寺　龍亮 水滸會無限塾 安樂　翔真 真結氣 飯塚　晄太朗 極真拳武會菅野

小6男子43以上 堀本　祐惺 心温塾 浜名　凌希 極真石川中島 波木井　陽夏 白蓮湘南鎌倉 河﨑　海翔 眞琉會

中1女子47未満 木村　優香
極真拳武會
さいたま浦和

佐藤　愛夏 心温塾 山村　優奈 極真東京佐藤 石黒　心春 武立会館

中1女子47以上 鵜沢　向日葵 勇進会 鈴木　夏妃 SKC武心館

中2女子50未満 相川　実黎
極真拳武會
さいたま浦和

中2女子50以上 中野　朋恵 桜琳塾 中山　公子 極真石川田賀

中3女子52未満 照喜名　優輝 極真千葉小嶋

中3女子52以上 石綿　千乃 礼心会

中1男子50未満 大場　孔揮 勇進会 中澤　拓海
極真拳武會
城南品川

杉岡　陽貴 極真拳武會岩田 野関　直弥 拳聖館

中1男子50以上 花香　琢磨 極真埼玉木村 大野　優心 桜琳塾

中2男子53未満 佐久間　大翔 極真埼玉木村 今関　龍太 吉田塾 石綿　元 礼心会 紺野　煌人 神武館

中2男子53以上 末長　耕介 極真拳武會菅野 髙橋　惺哉 芦原山口小月 木村　岳斗 水滸會無限塾 加藤　幸芽 飛馬道場

中3男子55未満 紅谷　凱
極真拳武會
さいたま浦和

横山　達也 眞琉會

中3男子55以上 熱田　拓 KWF極真千葉 金岡　陽大 吉田塾

高1男子60未満 葛谷　海人 大心館 皆本　丈 西湘大井ジム

高1男子60以上 八谷　昌輝 極真宮城森 田中　大翔
極真東京
足立選手會

高2男子63未満 今井　榛空 極真北海道今井 鈴木　快都 極真北海道今井

高2男子63以上 福永　匠真 KWF極真千葉 小嵜　太陽 五十嵐道場

高3男子65未満 高橋　竜昂 HKC羽幌

一般女子52以上 樋口　朱里 相模原鈴木道場

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子63
未満

長門　幸雄 極真埼玉木村

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子70
未満

梅ケ迫　哲治 天翔塾

シニア男子70未満 脇　秀行 極真神奈川港北

シニア男子70以上 池田　浩行
極真城南武蔵小
山

ﾏｽﾀｰ男子70以上 小林　史憲 錬修會

一般男子軽量級 古木　誠也 翔拳塾相模原 郷　心路 勇進会

一般男子中量級 Hassan Jafari 極真イラン

一般男子重量級 荒井　康治 相模原鈴木道場

※中3女子を除く、高2以下の入賞者は、第12回全日本大会出場権を獲得しました。

階級名 準　優　勝優　勝
３　位（選抜順位4位）３　位（選抜順位3位）
準決勝対戦相手が2位準決勝対戦相手が優勝
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※2020年度グラチャン出場権は繰上げ選抜もありますので、調整後、別途発表される予定です。

入賞外、第12回全日本大会出場権獲得者

小1女子 小島　美紗 拳悠会 石岡　咲蘭 志成館

小4女子34未満 大髙　流歌 極真埼玉木村 石川　夏漣 白蓮大阪池田

小4女子34以上 髙橋　桃子 白蓮山形 山﨑　りな
極真拳武會
平和島

小5女子38以上 吹野　珠愛 KWF極真千葉 大久保　芹衣 野澤道場

小6女子43以上 二瓶　奈々緒 芦原福島須賀川 北口　瑠杏 極真栃木足利

中1女子47以上 小川　瑞樹 勇進会 中村　來亜 心温塾

中2女子50以上 青木　いすみ 如心館 佐藤　心華 琢磨会

中1男子50以上 齋藤　桜舞 極真拳武會岩田 遠藤　壱晟 神武館

中3男子55未満 紺野　愛翔 神武館 江口　勇太 勇進会

中3男子55以上 坂田　大空 眞琉會 友井　勇晴 最強塾

高1男子60未満 熱田　怜 KWF極真千葉 木村　遼大
極真拳武會
さいたま浦和

高1男子60以上 細矢　秀太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 林　龍之介 勇進会

高2男子63未満 関口　幸佑 極真北海道今井 丸山　将悟 義和流拳法

高2男子63以上 大多和　星也 KWF極真千葉 今村　大和 極真埼玉木村

中2女子50未満 耒島　彩華 芦原山口小月 井上　亜美 拳志道 中村　釉捺 士衛塾新潟

準決勝対戦相手が2位

選抜3
階級名

選抜1 選抜2

決勝戦進出者 準決勝対戦相手が優勝

＊中3女子　及び　高3男子は、選抜対象外です。

階級名
選抜1 選抜2

準決勝対戦相手が優勝 準決勝対戦相手が2位


