
型部門
出場クラス

２０１８J－１朱鷺CUP空手道選手権大会　　　開催日:７月１５日（日）

河野大和
(士衛塾新潟中央)

渡辺百優
(士衛塾曽野木)

(極真安斎) (士衛塾総本部)

若木結誠
(極真安斎) (神武館) (士衛塾新発田城南)

柚木壱心 福永和香
(神武館) (極真坂本港北) (極眞會) (士衛塾山梨県本部)

(士衛塾柏崎) (極真安斎)

佐藤千裕 高橋來己
(士衛塾葛塚伊藤) (士衛塾総本部)

篠原琉人

小学５～６年（撃砕大）A
岡部円花 野本隆由

中学女子（平安Ⅱ）
目崎ひぐる

中学男子（平安Ⅱ）

小学３～４年（太極Ⅲ）

小学１～２年（平安Ⅰ）

(極真安斎) (士衛塾総本部)

海老沼美佳
(極真坂本大平)

小学１～２年（太極Ⅰ）
橋本大和

(極真安斎)

小学３～４年（平安Ⅲ）
永井樹
(神武館)

小学５～６年（平安Ⅱ）
高橋琉玖斗

須藤友汰
(極真安斎)

(極真坂本港北)
橋本勝哉

桑原憧

優勝 準優勝 第三位(3) 第三位(4)
丸山慧大 小松原恵梨菜 番場智弘

(士衛塾新津) (士衛塾加茂)

飯塚巧磨 渡邉研斗
(士衛塾JOYFIT東) (極真坂本座間)

佐藤光一 戸屋絆

渡辺大和 林主英 中村釉捺
(士衛塾総本部) (士衛塾総本部)

中学男女混合（最破）



組手部門
出場クラス

菅野成明
(琢磨会)

芹野来空
(至真会館) (神武館)

(白蓮会館山形) (白蓮会館山形)

居城悠隼

小4男子上級-34㎏

小4男子上級＋34㎏

小林桔平
年長初級

鈴木琉世

中野満

年長上級
福田恵大

(極真拳武會千鳥)

松村健太

年少・年中

近藤夏気

中野一路 大河原壮太

荒明　央葵

(極真拳武會長原石川台) (白蓮会館山形) (神武館) (士衛塾豊栄早通)
戸屋絆

★豊崎姫衣沙

齊藤鳳人 ★石川輝音

(極真坂本港北) (極眞會)

★永井樹 加藤大城

荒木雄心 福本好誠

五十嵐唯郁
(新格闘術五十嵐道場)

小4初級

小4女子上級－34㎏

(士衛塾三条) (士衛塾総本部)

長谷川美月 中山敦
(白蓮会館山形) (越道会) (士衛塾三条) (士衛塾総本部)
★加藤優奈

(新格闘術五十嵐道場)
★山川慶大 小野暖馬

小1初級

小1女子上級

小1男子上級

小2初級

小2女子上級

小2男子上級

小3初級

小3女子上級

小3男子上級

長谷川准成

(極真拳武會城南品川) (白蓮会館山形) (白蓮会館山形) (士衛塾山梨笛吹)
★西巻真和 ★小林咲姫
(士衛塾柏崎) (士衛塾三条)

可知来生 小泉廉
(士衛塾葛塚伊藤) (極真拳武會さいたま中央) (極真館埼玉県比企) (極真館埼玉県比企)

小山蓮 大場風和里 日野晴天 堀口隼

★川野正太朗 間中蒼
(極真坂本真岡) (極真館埼玉県比企)
菊池杏弥 中野千洋 山際健児 根本大輝

(極真坂本港北) (白蓮会館山形) (士衛塾亀田) (極真坂本港北)
中村奏凪 藤野姫安

(極真拳武會平和島) (極真竹吉)
小野颯介 佐藤永遠 中村弦楽 福田大翔

(極真拳武會さいたま中央)(極真拳武會さいたま中央) (極真竹吉) (極真拳武會千鳥)
西澤眞 萩原晋太郎 堀内新汰 若木結誠

(士衛塾白根南) (士衛塾山梨県本部) (極真坂本港北) (士衛塾新発田城南)
齊藤夢乃 ★西丸明
(士衛塾三条) (士衛塾三条)

小4女子上級＋34㎏
★西巻里音 ★小早川凜
(士衛塾柏崎) (士衛塾葛塚伊藤)

小5女子上級-38㎏
(新格闘術五十嵐道場) (新格闘術五十嵐道場)

小5男子上級-38㎏
★髙橋昊正 小金澤亮馬滝悠吾 高橋來己

小5初級

小5男子上級+38kg

(極真拳武會川崎元住吉) (士衛塾総本部) (白蓮会館山形) (極真拳武會さいたま中央)

(士衛塾三条) (士衛塾総本部)

山田蛍斗 奥村勇仁
(士衛塾柏崎) (士衛塾石川県本部)

池田恋 ★和工田笑莉

池田暖
(極真館埼玉県比企)

髙橋桃子 ★今田二瑚
(白蓮会館山形) (白蓮会館山形)

★人見ゆうき
(極真坂本大田原)

(士衛塾豊栄早通)

福永和香 ★千代歩未
(士衛塾山梨県本部) (泉塾)

大澤海聖
(士衛塾総本部)

優勝 準優勝 第三位(3) 第三位(4) 選抜1位 選抜2位

(極真館埼玉県比企) (極真坂本金町)



この色は今大会にてIBKO第10回全日本大会出場権利獲得者 ★は他選抜大会において既に出場権を獲得している選手（※繰上選抜はございません）

★佐久間凱

★小嵜太陽

★木村麟

戸井田珊風 諏佐暖人

大森聖菜

渡辺龍輝 神田恭吾

横田咲良 目黒英

★板倉未羽

伊達進太郎

小6女子上級+43kg

小6男子上級-43kg

小6男子上級+43kg

中1女子上級-47kg

中1女子上級+47kg

(極眞會)

中学女子初級

(極真安斎) (極真坂本大田原)

(士衛塾総本部)

中1男子上級+50㎏

中２・３男子上級-55kg

中２・３男子上級+55㎏

(士衛塾石川県本部)

(士衛塾総本部)

一般男子
後藤純也 ダビッド・レイ

★寺崎裕遊 ★中野倫華

荒明真汐 伊藤桜空

田中秀虎 佐藤凱秋

★足立蓮

萬寳啓明

中学男子初級

(士衛塾石川県本部) (士衛塾新発田城南)
中２・３女子上級-52kg

中２・３女子上級+52kg

中1男子上級-50kg

★斉藤快浬 ★小川理貴

高校男子初級
大島怜也

★松本天志 今村竜貴

田中勇利

★小林麗美華

★中村釉捺

(士衛塾新潟南) (士衛塾総本部)

(士衛塾石川県本部) (士衛塾石川県本部) (士衛塾総本部) (士衛塾新発田城南)
★荒義隆 ★安西亮

★鈴木斗大 ★加茂治衡

安藤和弘 水野陽晴

小6女子上級-43kg

(極眞會) (士衛塾長岡) (士衛塾山梨中央) (士衛塾豊栄早通)
小６初級

柚木壱心 蓬田真歩

岡田佳奈

高１男子上級-60kg

高１男子上級+60kg

高２・３男子上級-65kg

(新格闘術五十嵐道場) (琢磨会)
石木呂大賀 筒井逸平

(士衛塾三条) (極真坂本港北) (正道会館正天會) (士衛塾三条)

(極真館埼玉県比企) (士衛塾総本部) (士衛塾柏崎) (士衛塾三条)

(士衛塾総本部) (士衛塾新津)

★小林龍ノ介

★藤野零大 ★諏佐人和

★紺野北斗

★高橋海翔

(拳友会中山道場) (極真館栃木茨城県)

(士衛塾山梨県本部)

(開志学園高校)

(士衛塾スペイン)

(士衛塾新発田城南) (士衛塾新発田城南)

(新格闘術五十嵐道場) (神武館)

(士衛塾石川県本部) (士衛塾石川県本部) (士衛塾総本部)
関根悠人 田代廉

(KWF極真) (極真拳武會岩田道場) (極真館埼玉比企) (士衛塾曽野木)

(士衛塾柏崎) (士衛塾総本部)

井上豪紀 髙橋健太朗
(真樹道場新潟) (白蓮会館山形)

飯田好 木村彩結
(士衛塾山梨県本部) (正道会館正天會)

(士衛塾総本部)

村山夏帆 高橋怜奈
(士衛塾柏崎) (士衛塾柏崎)
本田優希菜
(飛馬道場)

佐竹実優
(極真拳武會城南品川)

(極真館埼玉県比企) (士衛塾三条)

福島廉 板倉向陽
(士衛塾石山) (士衛塾総本部)

大澤寿馬 田中健
(士衛塾総本部) (KWF極真)

関根有希 猪飼真央


