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各階級 優勝（権利獲得者）

1
石岡　咲蘭

幼年女子

幼年男子

小学一年女子

小学一年男子

小学二年女子

志成館

統心會

森本　洸樹

髙西　琉花

手塚　匠

前田道場

成心會福岡支部

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

30

28

29

18

19

27

16

17

24

20

池田　虎太郎

準優勝（権利獲得者）

髙西　悠馬

秋山　竜徹

福井　宏弥

日岡　真子

至道会館

拳志道空手

白蓮会館奈良学園前支部

松田　久優雅

輝道会館

三木　翔斗

酒井　琉翔

山田　心

統心會

至道会館

士道館村上塾

原田　龍心

三山　愛瑠

山田　さやか

原道場

河田　らな

岸川　竜之介

小山　真歩

樋口　銀雅

山田道場

至道会館

山田　天

統心會

修士館

真鍋　侑碁

武煌会館

白蓮会館堺支部

成心會福岡支部

山﨑　空明

手塚　晃樹

志波　奏杜

伊達　真凛

正道会館菱川道場

大嶋　隆太郎

星島　未空

山田　彩華

前田道場

統心會

白蓮会館岡山支部

福田道場

岡田　泰誠

平井　楓也

門田　将弥

志流会

統心會

統心會

武煌会館

河野道場

日原」愛弥

髙橋　沙羅

芦原会館小月支部

山田道場

拳志道空手

至道会館

桜塾

山田　悟也

第５回「ローズカップ」空手道選手権大会

中国ブロック志流会主催

小学四年男子重量級

高校男子重量級

小学五年女子重量級

小学六年男子重量級

高校女子

高校男子軽量級

小学四年男子軽量級

小学二年男子

小学三年女子

小学三年男子

小学四年女子

小学五年男子軽量級

小学五年男子重量級

小学六年女子軽量級

小学六年女子重量級

小学六年男子軽量級

小学五年女子軽量級

西田道場

中学二年女子軽量級

25 中学二年男子

26 中学二、三年女子重量級

入江　奏人 髙橋　惺哉

芦原会館小月支部 芦原会館小月支部

山内　美瞳

白蓮会館岡山支部

三井所　太陽 武田　光生

中学一年女子軽量級
石川　瞳俐

21 中学一年女子重量級

22 中学一年男子軽量級

23 中学一年男子重量級

志流会

山﨑　美海

白蓮会館堺支部

藤原　司 河合　春陽

勇誠会井上道場 勇誠会井上道場

中学三年男子
志成館 志流会

統心會 至道会館

前山　凛花

西田道場

猿川　拓夢 林　累主



17 高校男子軽量級
渡邊　龍一 石川　叶大

拳志道空手 一道会館

16 中学男子軽量級
猿川　拓夢 好岡　康成

空手道志成館 真武會

15 中学女子重量級
前山　凜花 小林　悠杏

西田道場 宮崎道場

14 中学女子軽量級
村田　芯 来島　彩華

勇心会館北部 芦原会館小月支部

13 小学六年男子
中山　拳杜 中田　陸斗

白蓮会館姫路支部 白蓮会館姫路支部

12 小学六年女子
池野　亜子 大森　聖菜

岡村道場姫路本部 極真会館水口派

11 小学五年男子
藤井　瑛心 樋口　煌雅

拳武会館 原道場

10 小学五年女子
村角　桧奈 阿部　蘭夢月

白蓮会館岡山支部 日本如水会館

9 小学四年男子
浅沼　英汰 大村　絆人

原道場 魂心舘

8 小学四年女子
門田　望来 百田　万穂

道真会館松本道場 拳武会館

7 小学三年男子
樋口　銀雅 藤田　楓翔

原道場 横山道場

6 小学三年女子
藤田　心和 川上　妃愛

岡村道場姫路本部 横山道場

5 小学二年男子
神田　悠駿 武智　貫人

白蓮会館姫路支部 道真会館松本道場

4 小学二年女子
棗田　みやび 宮内　桜那花

平田道場 空手道志成館

3 小学一年男子
岡井　優馬 藤田　陽翔

魂心舘 横山道場

2 小学一年女子
流田　花夢 中本　怜愛

明心會館 明心會館

1 幼年の部
平　優翔 松本　陽詩

武煌会館 拳武会館

第24回全日本実践空手道オープン選手権大会

2019/2/24 実践会館 中国ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）



第13回無限スピリット杯空手道選手権大会

2019/3/3 誠會 近畿ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）

2 小学一年女子
竹内　優奈

白蓮会館八尾西支部

1 幼年の部
生島　大晴 吉田　哲起

白蓮会館羽曳野支部 誠會

4 小学二年女子
上野　彩心 松上　美凪

一拳会 烈士塾

3 小学一年男子
早川　友基 木下　煌之介

大心館 白蓮会館堺支部

6 小学三年女子
村田　こはる 垣内　蓮

成心會 米山道場

5 小学二年男子
中庭　大我 河野　真心

勇輝会館 勇輝会館

8 小学四年女子
山本　妃莉 松代　心優

正道会館 誠會

7 小学三年男子
石神　勇斗 冨田　魁夢

正道会館 成心會

10 小学四年男子重量級
金城　壮志 音羽　武蔵

誠會 白蓮会館堺支部

9 小学四年男子軽量級
浅沼　英太 渡利　奏

原道場 誠會

12 小学五年男子軽量級
池本　鷹雅 田中　大夢

誠會 正道会館高雄道場

11 小学五年女子
児島　凪咲 星本　彩月

極真会館前田道場 誠會

14 小学六年女子軽量級
清水　彩羽 米山　果乃

寛水流 米山道場

13 小学五年男子重量級
辻　正真 石神　心

正道会館高雄道場 正道会館

16 小学六年男子軽量級
中村　海斗 山内　響

寛水流 拳実会

15 小学六年女子重量級
田中　雲雀 溝端　利乃葉

琉道会館 白蓮会館岸和田支部

18 中学一年女子軽量級
安達　星奈 米山　青望

無心拳 米山道場

17 小学六年男子重量級
吉田　暖 池本　虎雅

寛水流 誠會

20 中学女子一年重量級
冨田　未来 前河　凛花

成心會 正道会館高雄道場

19 中学女子一年中量級
塙　七星

白蓮会館狭山支部

22 中学男子重量級
赤澤　優芽 金田　大和

白蓮会館石橋支部 誠會

21 中学男子軽量級
橋本　楓汰 田中　硬介

寛水流 無心拳

24 高校男子軽量級
金田　一馬

誠會

23 高校女子
脇神　さくら

寛水流

25 高校男子中量級
勝田　晃司 長谷川　力

誠會 誠會



32 高校男子中量級
杉谷　竜生 的場　勇風

極真会館小井道場 蹴拳塾川端道場

31 高校男子軽量級
林　旺佑 前田　翔太

武奨館鳴和支部 極真会館髙橋道場

30 高校女子
西岡　愛美

昇気館

29 中学二、三年男子重量級
福井　啓太 千原　啓暉

武奨館志賀支部 武奨館鳴和支部

28 中学二、三年男子中量級
奥村　爽史 和田　琉騎

武奨館鳴和支部 極真会館東京紅衛会道場

27 中学二、三年男子軽量級
石川　笑心太 藤野　零大

真誠塾 士衛塾石川道場

26 中学二、三年女子重量級
酒井　絵理香

吉塚道場

25 中学二、三年女子中量級
寺崎　裕遊

士衛塾石川道場

24 中学二、三年女子軽量級
利根川　十仁

武奨館高岡支部

23 中学一年男子中量級
小比内　捺芽 立浪　利彬

極真会館浜井派愛知石川県支部 武奨館高岡支部

22 中学一年男子軽量級
土田　翔生 田中　佑昌

武奨館内灘支部 極真会館坂本派福井道場

21 中学一年女子
真田　美桜 大久保　和

極真会館浜井派愛知石川県支部 神谷塾

20 小学六年男子重量級
坂井　孝志朗 坪川　裕吾

武奨館鳴和支部 極真会館手塚グループ師田道場

19 小学六年男子軽量級
山川　慧大 渡辺　龍輝

真誠塾 士衛塾石川道場

18 小学六年女子重量級
中町　來未 藤原　陽依

空柔館 極真会館坂本派福井道場

17 小学六年女子軽量級
能澤　誠美 魚江　蘭

武奨館小松支部 天風会館

16 小学五年男子重量級
川口　一護 有賀　巧真

澤崎道場 神谷塾

15 小学五年男子軽量級
利根川　世道 加藤　宥希

武奨館高岡支部 祐心会

14 小学五年女子重量級
竹永　美渚 立浪　佳歩

桜塾 武奨館高岡支部

13 小学五年女子軽量級
岡田　愛麗 堺　夏蓮

天風会館 正樹道場

12 小学四年男子重量級
浦山　竜精 髙木　悠生

武奨館志賀支部 眞琉會

11 小学四年男子軽量級
田口　心道 濱﨑　蓮

世界闘英館 極真会館坂本派福井道場

10 小学四年女子
水上　愛粋 堀田　優月

極真会館浜井派愛知石川県支部 世界全極真兵庫米山道場

9 小学三年男子重量級
村上　剣心 奥村　珀斗

世界全極真兵庫米山道場 武奨館鳴和支部

8 小学三年男子軽量級
田中　智士 中村　弦楽

桜塾 極真会館石川県竹吉道場

7 小学三年女子
林　くる未 藤野　姫安

極真会館浜井派愛知石川県支部 極真会館石川県竹吉道場

6 小学二年男子
野々垣　駿真 橋本　玲生

祐心会 極真会館坂本派福井道場

5 小学二年女子
小坂　鈴乃 堺　花帆

正樹道場 正樹道場

4 小学一年男子
酒井　陽向 池田　心羽

立志会 極真会館浜井派愛知石川県支部

3 小学一年女子
金曽　梨子 鈴木　颯華

極真会館浜井派愛知石川県支部 極真会館浜井派愛知石川県支部

第３回全北陸ジュニア空手道選手権大会

2019/3/24 武奨館　吉村道場 北陸ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）

2 幼年男子
新實　礼磨 本杉　一騎

立志会 立志会

1 幼年女子
三谷　芽衣 林　なな美

武奨館富来道場 極真会館浜井派愛知石川県支部



第23回全東北空手道選手権大会

2019/3/31 白蓮会館山形支部 東北ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）

3 女子 小学2年生の部
大石香歩

(至真会館)

2 女子 小学1年生の部
小野寺からん

(武部道場)

1 幼年の部
菅野成明

(琢磨会)

髙田藍斗

(武心会二ツ井道場)

加藤優奈

高橋 凛

(五十嵐道場)

6 女子 小学5年生の部
芦野瑞姫

(至真会館)

5 女子 小学4年生の部
西巻里音

(士衛塾)

4 女子 小学3年生の部
重松栄麻

(松栄塾)

9 男子 小学2年生の部
古川栄仁

(五十嵐道場)

8 男子 小学1年生の部
鈴木雷騎

(極真会館門馬道場)

7 女子 小学6年生の部
安達衣乃莉

(白蓮会館山形支部)

12 男子 小学4年生(軽量級)
石原 翔

(白蓮会館湘南鎌倉支部)

11 男子 小学3年生(重量級)
岩城遥斗

(理心館)

10 男子 小学3年生(軽量級)
渡辺史琉

(白蓮会館墨田支部)

15 男子 小学5年生(重量級)
吉田一葵

(理心館)

14 男子 小学5年生(軽量級)
小林海斗

(至真会館)

13 男子 小学4年生(重量級)
関根愛斗

(武部道場)

吉田すず

(練)

17 男子 小学6年生(重量級)
田熊 透

(練)

16 男子 小学6年生(軽量級)
髙澤登矢

(練)

(武心会角館本部)

22 男子 中学生 重量級
平出和紀

(練)

21 男子 中学生 中量級
篠原昇利

(練)

20 男子 中学生 軽量級
三ヶ嶋 開

(練)

19 女子 中学生 重量級
熊谷帆乃

(琢磨会)

18 女子 中学生 軽量級

平賀真羽

(牙城會館)

菅野龍飛

(武部道場)

石堂蓮杜

(神武館)

渡部優里奈

(武心会二ツ井道場)

佐藤美月

(琢磨会)

佐々木涼珠

(武部道場)

日當力駆

(武部道場)

中野一路

(白蓮会館山形支部)

安倍龍翔

(松島空手道場)

齋藤新汰

(理心館)

中野千洋

(白蓮会館山形支部)

近藤夏気

(白蓮会館山形支部)

髙橋大斗

(武心会二ツ井道場)

齋藤莉々花

(丈夫塾)

(白蓮会館余市支部)

小林優和

秋田竜之介

(五十嵐道場)

近藤春玖

(白蓮会館山形支部)

荒 義隆

(士衛塾)

藤井彩心

(拳友会)



29 高校男子重量級
林　純主

志流会

28 高校男子中量級
枝次　宏太

白蓮会館八尾西支部近森支部

27 高校男子軽量級
博多　徹平

勇心会館

26 高校女子重量級
赤星　陽愛

真正会全真会館

25 高校女子軽量級
安田　愛夢

輝道会館

24 中学三年男子
松井　弥陸 林　累主

極真会館戸田道場今治道場 志流会

23 中学二年男子重量級
田中　陸翔 矢吹　青空

白蓮会館岡山支部 勇心会館

22 中学二年男子軽量級
赤星　暁音 和泉　椋

真正会全真会館阿倍野本部 勇健塾

21 中学一年男子重量級
和久井　勇真 中川　耕史郎

拳武会館 正道会館高知支部戸田道場

20 中学一年男子軽量級
長棹　成次郎 三宅　勇澄

勇心会館 白蓮会館岡山支部

19 中学三年女子
河埜　留奈

神武会館

18 中学二年女子
松岡　優奈

日本如水会館今治支部

17 中学一年女子
北　彩花 山脇　みずき

極真会館戸田道場今治道場 兼清流極竜館

16 小学六年男子重量級
中山　拳杜 岩見　大河

白蓮会館姫路支部米澤道場 神武会館

15 小学六年男子軽量級
廣本　将人 渡邊　鷹晴

勇心会館 拳志道空手

14 小学六年女子重量級
河埜　紗奈

神武会館

13 小学六年女子軽量級
赤枝　聖菜

白蓮会館神戸支部

12 小学五年男子重量級
藤井　瑛心 井上　遥功

拳武会館 真正会全真会館阿倍野本部

11 小学五年男子軽量級
大田　絆稀 小田　朝陽

白蓮会館姫路南支部 白蓮会館姫路支部米澤道場

10 小学五年女子
濱田　茜莉 村角　桧奈

白蓮会館神戸支部 白蓮会館岡山支部

9 小学四年男子重量級
辻西　由登 大村　絆人

真正会全真会館阿倍野本部 魂心舘

8 小学四年男子軽量級
加藤　蓮大

白蓮会館八尾南支部

7 小学三年男子
石川　獅 大北　龍輝

真武會倉敷支部 拳志道空手

6 小学三年女子
金子　海里 長尾　晄里

真武會倉敷支部 白蓮会館岡山支部

5 小学二年男子
高島　大空 山神　雄太

極真道拳王会 拳志道空手

4 小学二年女子
音羽　菜穂

白蓮会館堺支部南道場

3 小学一年男子
佐藤　謙真 岡井　優馬

神武会館 魂心舘

2 小学一年女子
勝瀬　莉菜

極真道拳王会那賀川道場

1 幼年の部
山畑　皇凱

極真道拳王会那賀川道場

第24回日本正統求道拳法選手権大会　桃花讃岐富士杯

2019/3/31 日本正統求道拳法 四国ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）



1 幼年男女の部　入賞経験ありクラス
井上　豪 小柴　竣

光誠会本部 静空塾

2019全関東空手道選手権大会

2019/5/4 白蓮会館 関東ブロック

各階級 優勝（権利獲得者） 準優勝（権利獲得者）

3 小学2年女子の部 入賞経験ありクラス
浅野　伶央

白蓮会館浦和

2 小学1年女子の部 入賞経験ありクラス
井口　瑚々

野地道場本部

5 小学4年生女子の部　上級クラス
平山　咲妃 内田　悠々

白蓮会館羽曳野 昭武館内田道場

4 小学3年生女子の部　上級クラス
松田　留禾 遠藤　明日菜

極真会館橋本道場 静空塾

7 小学6年女子の部　　上級クラス
重松　凜 加木　美咲

優心塾 極真拳武会埼玉浦和

6 小学5年女子の部　　上級クラス
佐藤　ひかり 千葉　香

優心塾 フルコンタクトカラテスクール

9 中学2・3年女子の部　上級クラス　45kg以上
吉田　すず 岩田　侑里

武道空手錬 優心塾

8 中学1年女子の部　上級クラス　45kg以上
廣瀬　月渚 北　幸

優心塾 優心塾

11 小学2年男子の部　入賞経験ありクラス
渡邉　蒼生 岡本　東真

光誠会本部 誠真會館秋津道場

10 小学1年男子の部　入賞経験ありクラス
古田　悠真 赤井　駿亮

極真会館神奈川井上道場 極真会館神奈川井上道場

13 小学4年男子の部　上級クラス
畑邉　学斗 増子　遼大

野地道場本部 優心塾

12 小学3年男子の部　上級クラス
松本　心翔 野添　裕誠

静空塾 極真連合会山口道場

15 小学6男子の部　上級クラス
阿保　大飛 本橋　理樹

正道会館蓮正會 極真会館浜井派東京本部

14 小学5年男子の部　上級クラス
石原　翔 武井　大将

白蓮会館湘南鎌倉 武将會

17 中学1年男子の部　上級クラス　50kg以上
平山　凜 松田　彪雅

白蓮会館羽曳野 白蓮会館奈良学園前

16 中学1年男子の部　上級クラス　50kg未満
髙澤　登矢 茂木　琉空斗

武道空手 練 武道空手 練

19 中学2・3年男子の部　上級クラス　50kg以上
岸　蔵之介 細田　陽斗

優心塾 優心塾

18 中学2・3年男子の部　上級クラス　50kg未満
榎元　豪 八木　海友

武道空手 練 優心塾



20 一般男子75ｋｇ未満　上級（高校生）
真境名 一聡

（白蓮沖縄）

19 中学男子55kg以上JAC選抜
常松　棃來 比嘉 礼

（白蓮沖縄） （拳勢会）

18 中学男子55kg未満JAC選抜
知名 宏樹 長野 翔

（白蓮沖縄） （烈士會）

17 中学男子45kg未満JAC選抜
藤野 零大 真境名 拓哉

（士衛塾石川） （白蓮沖縄）

16 小学6年男子　ＪＡＣ選抜
我満 祐斗 宮城 來

（白蓮沖縄） （白蓮沖縄）

15 小学5年男子　ＪＡＣ選抜
渡久地 政那 銘苅 琉王

（白蓮沖縄） （白蓮沖縄）

14 小学4年男子　ＪＡＣ選抜
金城 琉一 翁長 林輝

（新極真会沖縄） （世界総極真沖縄）

13 小学3年男子　ＪＡＣ選抜
松川 巨煌 宮城 吏

（白蓮沖縄） （白蓮沖縄）

12 小学2年男子　ＪＡＣ選抜
黄 議宏 佐藤 宏飛

（新極真沖縄） （新極真沖縄）

11 小学1年男子　ＪＡＣ選抜
矢上 利奥 喜久山 遥世

（白蓮沖縄） （極真うるま）

10 一般女子　上級（高校生）
根路銘　涼海 平良 莉子

（白蓮沖縄） （沖縄拳法比嘉道場）

9 中学女子47kg以上ＪＡＣ選抜
翁長 楓花 島袋 望夢

（極真石垣） （白蓮沖縄）

8 中学女子47kg未満ＪＡＣ選抜
宮城 名月 翁長 純那

（極真浦添） （世界総極真沖縄）

7 小学6年女子　ＪＡＣ選抜
橋本 怜 田場 寿々音

（極真浦添） （琉心塾）

6 小学5年女子　ＪＡＣ選抜
島袋 浬瑞 前森 萌菜

（白蓮沖縄） （世界総極真沖縄）

5 小学4年女子　ＪＡＣ選抜
高良 心奈 佐藤 多桜

（白蓮沖縄） （新極真沖縄）

4 小学3年女子　ＪＡＣ選抜
翁長 琉奥那 高 与欣

（世界総極真沖縄） （新極真沖縄）

3 小学2年女子　ＪＡＣ選抜
高 与晴 喜友名 凛音

（新極真沖縄） （極真うるま）

2 小学1年女子　ＪＡＣ選抜
南 友利葵 與那城 二奈

（白蓮堺） （剛柔流志道館）

1 幼年男女混合　ＪＡＣ選抜
松田 久優雅 吉田 にこ

（白蓮奈良学園前） （新極真会沖縄）

2019全沖縄空手道選手権大会

2019/5/26 白蓮会館沖縄支部 沖縄ブロック

各階級 権利獲得者 権利獲得者



1 幼年
小栁 龍之介

(統心會)

2019全九州空手道選手権大会

2019/6/16 白蓮会館九州本部 九州ブロック

各階級 権利獲得者 権利獲得者

3 小学校2年生男女混合
森 　大翔 興梠 夏陽

(勇征会) (叢林塾)

2 小学校1年生男女混合
中村 新汰 永嶋 丞

(圏彗會) (圏彗會)

5 小学校3年生女子
辻 　蓮海 長部 花音

(白蓮会館福岡道場) (黎明塾)

4 小学校3年生男子
後城 好雄 髙尾 慈樹

(叢林塾) (誠勇館)

7 小学校4年生女子
秦 あかり 伊福 美優

(賢心會) (福本会館)

6 小学校4年生男子
荒田 陽向 平川 晃生

(圏彗會) (黎明塾宇佐支部)

9 小学校5年生女子
木下 紗良 本多 絢美

(龍士會) (興武会館)

8 小学校5年生男子
村田 琥珀 谷 　海璃

(芦原会館美祢道場) (烈士會)

11 小学校6年生女子
辻 　七海 本田 ののか

(白蓮会館福岡道場) (白蓮会館福岡道場)

10 小学校6年生男子
竹下 時人 西川 春太

(烈士會) (烈士會)

13 中学生男子重量級
木林 撞弥 江田 吉輝

(修和会深野道場) (圏彗會)

12 中学生男子軽量級
菊川 　蓮 大城 亜舟

(勇征会) (誠武館)

15 高校生女子
中村 彩良 續木 野々花

(白蓮会館佐賀道場) (烈士會)

14 中学生女子
奥津 いおり 國府 縞鈴

(勇征会) (真正会筧道場)

16 高校生男子
松岡 大翔

(王丸道場)
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