
IBKO第1回インターナショナルコンベンション空手道選手権　結果  2022年11月13日
代々木第二体育館

組手 結果表　　＊上位4名第15回全日本出場権獲得（青枠は入賞外出場権獲得選手）

小1女子 長尾　麗佳 北海道今井道場 柳川　恵舞
極真拳武會さいたま
浦和

小野　里夏 松島空手道場 阿部　瑞希 FKC輝心会

小1男子 渡邊　剛 白蓮湘南鎌倉 三上　龍翼 KWF極真千葉 杉浦　湊太 四葉会 森田　統吾 葵塾

小2女子 佐藤　心花 拳気道会 齋藤　絵奈 極真拳武會蒲田 柳川　十希
極真拳武會さいたま
浦和

豊田　奈桜 極真栃木益子

小2男子 滝本　恵介
極真拳武會さいたま
浦和

横山　侑悟 士衛塾新潟 松原　龍也 北峰会足立 梅田　周弥 極真福井

小3女子 齋藤　心希
極真拳武會さいたま
浦和

義岡　紅葉 桜琳塾 篠﨑　楓巴 坂井道場 田中　茉衣 五十嵐道場

小3男子 礒部　礼 無限勇進会 大鹿　礼毅 大鹿道場 櫻井　想真 松島空手道場 藤田　莉王 L.A.GYM藤田

小4女子 義岡　彩葉 桜琳塾 石岡　咲蘭 志成館 長瀬　楓歩 至真会館 三浦　如奈 誠真会館ひばりが丘

小4男子 野見山　然宇 白蓮湘南鎌倉 泉　心 白蓮湘南鎌倉 本田　薫平 宮本道場 中岸　愛琉斗 勇誠会井上道場

小5女子38未満 山口　瑠華 昭誠会 加藤　優奈 五十嵐道場 金子　茉莉香 MAC本部 柳川　志帆
極真拳武會さいたま
浦和

小5女子38以上 熊谷　凜 光誠会 伊藤　千愛 誠真会館ひばりが丘 佐藤　愛心 松島空手道場 沼田　佳音 無限勇進会

小5男子38未満 林田　頼人 桜琳塾 髙島　龍馬 極真福井 山川　慶大 士衛塾新潟 牧野　孔明 水滸會無限塾

小5男子38以上 可知　来生 四葉会 田中　一誠 光誠会 長尾　友朗 北海道今井道場 小泉　廉 四葉会

小6女子43未満 三ヶ島　なな 無限勇進会 鈴木　芽衣 武心塾カラテ 古林　華 MAC本部 小林　咲姫 士衛塾新潟

小6女子43以上 石岡　優音 志成館 大石　香歩 至真会館 南　千尋 理心館 田邉　晃那 士衛塾新潟

小6男子43未満 佐々木　絆吾 実戦空手雅 堀　鉄生 士衛塾新潟 関　大義 士衛塾新潟 工藤　颯太 大鹿道場

小6男子43以上 秋葉　竜之介 無限勇進会 鈴木　海偉 無限勇進会 齋藤　志貴 極真拳武會蒲田 渡辺　桜貴 極真神奈川秦野

ｱﾝﾀﾞｰ15女子45未満 内田　花憐 光誠会 小野寺　朱雀奈 水滸會無限塾 芥川　優希 極真栃木清原台 増田　星空 拳友会国際総本部

ｱﾝﾀﾞｰ15女子52未満 三ヶ島　小夏 無限勇進会 柳田　稀音 一狼塾 山内　心愛 北海道今井道場 鵜澤　帆波 無限勇進会

ｱﾝﾀﾞｰ15女子52以上 松原　瑠香 拳蹴武会中島 佐藤　夢玲 実戦空手雅 葛西　愛音 実戦空手雅 本田　夏 宮本道場

ｱﾝﾀﾞｰ15男子60未満 大鹿　烈毅 大鹿道場 遠藤　麗司 理心館 野見山　嘉瞳 白蓮湘南鎌倉 津嘉山　寛斗 正伝流中村道場

ｱﾝﾀﾞｰ15男子68未満 浦山　竜精 武奨館吉村 増田　理玖 北海道今井道場 岩城　陸斗 理心館 河﨑　海翔 眞琉會

ｱﾝﾀﾞｰ15男子68以上 浜名　凌希 眞琉會 松本　歩大 桜琳塾 細内　大翔 極真栃木大平 本杉　一颯 立志会

ｱﾝﾀﾞｰ18女子48未満 阿部　リノア（高3） 最強塾 有井　満厘 極真城南武蔵小山

ｱﾝﾀﾞｰ18男子62未満 佐久間　大翔 極真埼玉木村 澤井　蔵太 光誠会 山下　夏海 白蓮湘南鎌倉 齋藤　桜舞
極真拳武會さいたま
浦和

ｱﾝﾀﾞｰ18男子70未満 菅原　青空 松島空手道場 飯田　大智
極真拳武會さいたま
浦和

吉留　昊琉 極真東京川端 長澤　俐人 芦原福島須賀川

ｱﾝﾀﾞｰ18男子70以上 浅野　慶太郎 無限勇進会 木戸　翔太（高3） 最強塾 大場　孔揮 無限勇進会 鈴木　琉輝 真樹道場新潟

グランドシニア男子68未満 賀川　則夫 極真栃木真岡 布施　光宏 KWF極真千葉

グランドシニア男子68以上
Hamidreza
Faghihnasiri

極真カナダ 杉村　広幸 マリー空手クラブ

シニア男子68以上 石黒　紀之 武立会館 酒井　充 光誠会

マスター男子68未満 相樂　誠 芦原福島郡山南 谷　伸幸 極真城南田町

マスター男子68以上 Mozaffar Korddalasmi 極真イラン 峯岸　友浩 峯岸道場

一般女子55未満 三ヶ島　玲奈 無限勇進会
Cristina Elis
Conejeros Hermosilla

極真チリ

一般女子55以上 石綿　千乃（高3） 極真礼心會 伊藤　今日香 極真宮城森

一般男子68未満 岡村　漣（高1） 極真神奈川座間 石綿　元（高2） 極真礼心會 池田　健将 極真神奈川座間

一般男子78未満
Mohammad
Mohammadirahizi

極真イラン
Amirali Firouzi
Norouz

極真イラン 中村　誠史 極真城南田町

一般男子78以上 Hamidreza Radaei 極真イラン 須階　玄之介 極真城南田町 Saeed Dowlatyari 極真カナダ

出場権獲得順位　2位 出場権獲得順位　3位 出場権獲得順位　4位

　　＊ｱﾝﾀﾞｰ18以下上位2名第28回グランドチャンピオン決定戦（2023年6月大阪開催予定）出場権獲得

組手 階級名 優　勝 準　優　勝 3位 3位
出場権獲得順位　1位
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型 結果表　　＊上位4名第15回全日本出場権獲得（青枠は入賞外出場権獲得選手）

小1 堀内　心晴 極真下町金町 吉澤　沙紀 極真城西方南 佐藤　竜弥 極真下町金町 三田村　千尋 極真城南武蔵小山

小2 鈴木　唯花 極真東京川端 大塚　璃子 極真東京川端 中田　尊 極真礼心會 横溝　駿太 極真神奈川港北

小3 堀内　柑菜 極真下町金町 水上　宗祐 世界闘英館 吉澤　崇太朗 極真城西方南 野﨑　陽介 極真福井

小4 山崎　詩月 尚道館 大谷　楓真 極真礼心會 新矢　羽空丸 極真下町金町 渡邉　仁 拳友会国際総本部

小5女子 花畑　杏凪 志成館 阿部　葉月 極真宮城北杜塾 須藤　紅緒 極真城西方南 野﨑　優那 極真福井

小5男子 多良間　信公 極真下町金町 澤田　慶真 極真福井 高山　陽登 世界闘英館 五十嵐　叶 極真福島安斎

小6女子 石岡　優音 志成館 古林　華 MAC本部 亀山　紗那 極真栃木栃木 髙橋　優円 極真礼心會

小6男子 小関　優心 極真下町金町 加古　翔稀 極真下町金町 寉岡　修汰 極真礼心會 大藤　陽生 極真千葉五常中川

中1女子 藤井　理央 尚道館 泉田　心渚 世界闘英館 小森　絢音 極真栃木真岡 西脇　成海 士衛塾新潟

中1男子 只野　虎太郎 極真下町金町 花田　清仁 極真千葉五常中川 上滝　悠史 尚道館 阿部　寿郎 極真宮城北杜塾

中2･3女子 茂櫛　明 極真栃木 加古　琴心 極真下町金町 有澤　琉衣 武奨館吉村 日尾　心優 武奨館吉村

中2・3男子 山崎　龍之介 尚道館 榊原　七翔 マリー空手クラブ 戸屋　絆 神武館 酒巻　奏大 極真栃木

シニア女子 日尾　雅美 武奨館吉村 小野　美紀 極真礼心會 堀口　奈緒子 極真横浜田中 木村　佐知子 極真神奈川港北

マスター女子 若林　恵子 極真礼心會 笹井　陽子 極真横浜田中 新田　あゆか 極真城西方南 金井　千恵 極真神奈川港北

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子 内田　幸雄 極真神奈川座間 川田　孝一 極真城南武蔵小山 楢山　秀明 極真北海道今井 藤崎　茂樹 極真下町金町

シニア男子 中村　幸一 KWF極真千葉 羽田　哲也 極真横浜田中 荒　淳平 極真横浜田中 東　真巳 極真神奈川座間

マスター男子 山田　英二 極真福井 藤澤　賢一 極真神奈川秦野 林　秀雄 極真福井 宇山　洋平 極真神奈川座間

一般女子 田中　亜子 極真神奈川港北 古川　日葵 KWF極真千葉 前田　ののか 極真神奈川港北 広瀬　遥香 極真下町金町

一般男子 田中　亨 極真下町金町 田中　佑昌 極真福井 中村　仁 極真福井 坂口　巧 マリー空手クラブ

3位
出場権獲得順位　3位 出場権獲得順位　4位型 階級名 優　勝 準　優　勝

出場権獲得順位　1位 出場権獲得順位　2位


