
　　IBKO第13回全日本大会　個人戦型　結果  2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート 階級名 入賞者 WC権利 ゼッケン 名前 所属道場

A
グランドシニア男
子 1位 既得 640 楢山　秀明 極真北海道今井

A
グランドシニア男
子

既得 637 黒澤　光一 極真東京川端

A
グランドシニア男
子

既得 638 門田　靜明 極真東京川端

A
グランドシニア男
子

既得 639 藤崎　茂樹 極真下町金町

A シニア女子 1位 既得 621 日尾　雅美 武奨館吉村

A シニア女子 獲得 622 堀口　奈緒子 極真横浜田中

A シニア女子 獲得 623 木村　佐知子 極真神奈川港北

A シニア女子 既得 624 小野　美紀 極真礼心會

A シニア男子 1位 獲得 641 岡田　晃之 極真東京佐藤

A シニア男子 既得 642 加川　岳彦 MAC湘南

A マスター女子 1位 獲得 625 若林　恵子 極真礼心會

A マスター女子 2位 獲得 630 廣田　友里 極真東京佐藤

A マスター女子 獲得 626 金井　千恵 極真神奈川港北

A マスター女子 獲得 627 井本　ハンナ　愛 MAC湘南

A マスター男子 1位 獲得 648 林　秀雄 極真福井

A マスター男子 2位 獲得 644 藤沢　賢一 極真神奈川秦野

A マスター男子 獲得 643 鈴木　崇史 極真礼心會

A マスター男子 既得 646 佐藤　朋和 極真東京佐藤

A マスター男子 獲得 647 桒原　隆 極真横浜田中

A 一般女子 1位 獲得 633 島津　七海 尚道館

A 一般女子 2位 獲得 635 渡邊　朱莉 極真下町金町

A 一般女子 獲得 631 清水　銘子 極真東京佐藤

A 一般女子 獲得 632 冨山　莉奈 志誠館

A 一般女子 既得 634 江川　さや香 極真神奈川港北

A 一般男子 1位 既得 651 宇津木　耀祐 極真東京佐藤

A 一般男子 2位 獲得 654 田中　亨 極真下町金町

A 一般男子 欠場（既得） 649 浜尾　友都 極真千葉五常中川



　　IBKO第13回全日本大会　個人戦型　結果  2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート 階級名 入賞者 WC権利 ゼッケン 名前 所属道場

A 一般男子 獲得 650 清水　皓大 極真東京佐藤

A 一般男子 欠場（既得） 652 坂田　智紀 極真千葉五常中川

A 一般男子 欠場（既得） 653 後藤　楽人 武奨館吉村

A 一般男子 獲得 657 箕浦　柊太 極真東京佐藤

A 一般男子 獲得 658 久保　寛大 極真東京佐藤

D 小1 1位 獲得 502 鈴木　唯花 極真東京川端

D 小1 獲得 501 長浜　才蔵 極真神奈川港北

D 小1 獲得 503 三原　孝継 極真下町金町

D 小2 1位 既得 506 和工田　樹希 極真下町金町

D 小2 2位 既得 504 佐藤　優心 極真東京佐藤

D 小2 既得 505 野﨑　陽介 極真福井

D 小2 獲得 508 千葉　大和 極真神奈川港北

D 小3 1位 既得 515 新矢　羽空丸 極真下町金町

D 小3 2位 獲得 509 酒井　清智 極真下町金町

D 小3 既得 510 山崎　詩月 尚道館

D 小3 獲得 511 齋藤　龍佑 極真横浜田中

D 小3 獲得 512 後藤　結心 極真千葉小嶋

D 小3 獲得 513 長沼　潤 極真東京川端

D 小3 既得 514 大谷　楓真 極真礼心會

D 小3 既得 516 青山　泰士 極真礼心會

D 小4 1位 既得 523 佐藤　愛里 極真東京佐藤

D 小4 2位 獲得 518 五十嵐　叶 極真福島安斎

D 小4 既得 521 野﨑　優那 極真福井

D 小4 獲得 524 高山　陽登 世界闘英館

D 小4 既得 525 澤田　慶真 極真福井

D 小4 獲得 526 渡邉　幸之助 極真横浜田中

D 小4 獲得 527 中村　真里 極真東京佐藤



　　IBKO第13回全日本大会　個人戦型　結果  2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート 階級名 入賞者 WC権利 ゼッケン 名前 所属道場

D 小5女子 1位 既得 529 和工田　笑莉 極真下町金町

D 小5女子 2位 獲得 531 計良　あゐる 極真礼心會

D 小5女子 獲得 528 図師　礼華 極真城西方南

D 小5女子 獲得 532 後藤　かれん 武奨館吉村

D 小5女子 獲得 533 上村　美波 極真埼玉今井

C 小5男子 1位 既得 539 小関　優心 極真下町金町

C 小5男子 2位 獲得 538 佐藤　玲王 極真城南武蔵小山

C 小5男子 獲得 535 寉岡　修汰 極真礼心會

C 小5男子 既得 536 田辺　一颯 極真福井

C 小5男子 獲得 537 高畑　佑丞 尚道館

C 小5男子 既得 541 渡辺　桜貴 極真神奈川秦野

C 小5男子 獲得 543 山野　世救人 極真福井

C 小6女子 1位 既得 551 澤田　莉奈 極真東京佐藤

C 小6女子 2位 獲得 547 藤井　理央 尚道館

C 小6女子 既得 544 新田　彩姫 極真城西方南

C 小6女子 獲得 545 小川　晃穂 極真東京川端

C 小6女子 獲得 548 泉田　心渚 世界闘英館

C 小6女子 既得 550 西元　花果 極真東京佐藤

C 小6女子 既得 552 中平　葵 極真東京佐藤

C 小6女子 獲得 553 大谷　千冬 極真礼心會

C 小6男子 1位 獲得 555 只野　虎太郎 極真下町金町

C 小6男子 2位 獲得 562 山崎　慈明 極真礼心會

C 小6男子 3位 獲得 556 鬮目　佑真 極真東京佐藤

C 小6男子 既得 554 菊池　杏弥 極真神奈川港北

C 小6男子 獲得 559 杉渕　敬人 極真東京佐藤

C 小6男子 既得 564 前田　湊和 極真神奈川港北

C 小6男子 既得 565 川村　慶太 極真城西方南



　　IBKO第13回全日本大会　個人戦型　結果  2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート 階級名 入賞者 WC権利 ゼッケン 名前 所属道場

B 中学女子 1位 既得 591 若林　結 極真礼心會

B 中学女子 2位 獲得 587 田中　亜子 極真神奈川港北

B 中学女子 3位 獲得 594 広瀬　遥香 極真下町金町

B 中学女子 4位 獲得 581 前川　久美子 尚道館

B 中学女子 既得 574 古林　沙羅 MAC本部

B 中学女子 獲得 584 笹倉　優緋 尚道館

B 中学女子 欠場（既得） 585 岡部　円花 極真福島安斎

B 中学女子 既得 586 明城　結朱 極真福井

B 中学女子 既得 589 野﨑　彩那 極真福井

B 中学女子 既得 593 有澤　琉衣 武奨館吉村

B 中学男子 1位 既得 603 与那嶺　太翔 極真神奈川座間

B 中学男子 2位 獲得 599 武島　哲平 極真下町金町

B 中学男子 3位 獲得 605 岡村　漣 極真神奈川座間

B 中学男子 4位 獲得 604 山本　貫太 極真下町金町

B 中学男子 既得 597 今村　大楽 極真埼玉木村

B 中学男子 既得 601 山中　一成 極真東京佐藤

B 中学男子 既得 609 和工田　凌駕 極真下町金町

B 中学男子 既得 611 吉田　健人 極真東京佐藤

B 中学男子 既得 612 佐藤　慶心 極真東京佐藤

B 中学男子 既得 613 三宅　蕾庵 極真石川中島

B 中学男子 獲得 618 五藤　大誠 マリー空手クラブ



　　IBKO第13回全日本大会　DUO型　結果   2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート DUO階級名 入賞 WC権利 ゼッケン チーム名 所属 メンバー メンバー

A DUO一般 1位 既得 D大6 宇津箕ペア 極真東京佐藤 宇津木　耀祐 箕浦　柊太

A DUO一般 2位 獲得 D大5 神楽 極真福島安斎 猪俣　惇史 岩井　呼春

A DUO一般 既得 D大2 SHIMI’ｓ 極真東京佐藤 清水　銘子 清水　皓大

A DUO一般 獲得 D大4 絹と鮎 極真城西方南 山本　絹恵 新田　あゆか

B DUO中学生 1位 既得 D中1 クラスメイト 極真東京佐藤 佐藤　慶心 山中　一成

B DUO中学生 獲得 D中2 今井道場 極真埼玉今井 上村　莉央 上村　美波

B DUO中学生 既得 D中3 ギンビス 極真礼心會 上田　健太 熊川　駿也

C DUO小学生 1位 既得 D小5 R-1 極真東京佐藤 澤田　莉奈 佐藤　愛里

C DUO小学生 2位 獲得 D小9 ＲＫ 極真東京佐藤 杉渕　敬人 林　莉希

C DUO小学生 獲得 D小1 喜多方チーム 極真福島安斎 猪俣　龍史郎 五十嵐　叶

C DUO小学生 既得 D小11 優那と慶真 極真坂本福井 野﨑　優那 澤田　慶真

C DUO小学生 既得 D小13 ウメーズ 極真礼心會 大谷　千冬 計良　あゐる

C DUO小学生 獲得 D小3 尚道館 エベレスト 尚道館 大坂　元 高畑　佑丞

C DUO小学生 獲得 D小4 サンダーラッシュ 尚道館 佐藤　奨悟 上滝　悠史

C DUO小学生 既得 D小8 SEKUTO＆IBUKI 極真坂本福井 山野　世救人 田辺　一颯



　　IBKO第13回全日本大会　団体戦型　結果  2021年5月16日（日）
横浜武道館

コート 団体戦階級名 入賞 WC権利 ゼッケン チーム名 所属 メンバー メンバー メンバー

A 団体戦一般 1位 獲得 団大1 Who is Amazones? 極真神奈川港北 江川　さやか 木村　佐知子 金井　千恵

B 団体戦中学生 1位 獲得 団中1 AKR隊 極真城西方南 畑山　立輝 新田　彩姫 川村　慶太

C 団体戦小学生 1位 獲得 団小2 イエロートリオ 極真下町金町 只野　虎太郎 多良間　信公 島田　龍汰

C 団体戦小学生 獲得 団小1 K・Kids 極真神奈川港北 千葉　大和 長浜　才蔵 西岡　虎以

C 団体戦小学生 獲得 団小3 生麦・生米・生卵 極真神奈川港北 菊池　杏弥 前田　湊和 根本　大輝




