
第48回選手権大会　結果一覧表

Chris Bennet
ニュージーランド

型

型種目 優勝 準優勝 三位 敢闘賞1 敢闘賞2 敢闘賞3 敢闘賞4 敢闘賞5

森本 錠 渡部 駿太郎 川口 龍星 藤田 育弘 Chris Bennet
愛知　清空会かなめ 東京　落合空手道会 愛知　清空会宝 愛知　淳風会名東 ニュージーランド

田中　 孝祐 五十君 莞太 浅井 翔守 野間 紗雪 宇井　 拓海 磯村 康介 瀬谷 健太朗 大熊 陸大朗
愛知　淳風会名東 愛知　淳風会長久手 愛知　淳風会長久手 東京　梟勇会 愛知　淳風会名東 愛知　淳風会東郷 愛知　淳風会長久手 東京　梟勇会

池田　 琥士郎 田中　 秀 山本 皓大 鈴木 雄也 植木 和幸 井川 華 工藤 心晴 青木 みすず
愛知　淳風会名東 愛知　淳風会名東 愛知　淳風会東郷 愛知　三好支部 愛知　淳風会長久手 愛知　淳風会長久手 東京　梟勇会 東京　梟勇会

中路 陽沙未 伊藤 楓菜 Odeci Sane 髙木 麗羅 大石 桜来 大村 乙葉 加藤 麻友香 和田 歩
愛知　淳風会本部 愛知　淳風会長久手 ニュージーランド 愛知　淳風会本部 愛知　清空会大府支部 静岡　A-1富士支部 愛知　淳風会長久手 東京　相軌会

堂原　 峻介 佐野 慎司 永田　 隼天 佐々木 泰聖 乙川 飛夢 須田 一輝 市村 俊涼 山岸 海人
愛知　淳風会名東 愛知　清空会神の倉支部 鹿児島 薩摩池田道場 静岡　A-1富士支部 東京　梟勇会 東京　西東京拳行クラブ 鹿児島　薩摩正輝会 東京　沼袋拳行クラブ

淳風会名東Ａ 東郷Ａ 淳風会長久手Ａ 三好A 淳風会名東Ｄ 淳風会長久手B 清空会本部 梟勇会Ｃ

愛　 知 愛　 知 愛　 知 愛　 知 愛　 知 愛　 知 愛　 知 東　 京

薩摩池田道場Ａ 薩摩正輝会 淳風会長久手A 淳風会本部 薩摩池田道場Ｂ 梟勇会 淳風会長久手B 三好A

鹿児島 鹿児島 愛 　知 愛 　知 鹿児島 東 　京 愛　 知 愛 　知

村上 洋一 中村 哲也 荒川 淳一郎
愛知　淳風会本部 東京　豊島区役所 東京　相軌会

大井谷 猛 松本 太一 谷元 将泰
東京　無双塾 愛知　淳風会長久手 東京　目白武道会

峯村 信夫 野田 真人 岩山 高宏
東京　昂道塾 東京　花果山 愛知　清空会神の倉

大塚 裕治 堀越 和夫 今泉 巌
東京　昂道塾 東京　空海 栃木　宇都宮支部

村重 嘉文 中村 章 伊藤 孝之
東京　昂道塾 東京　空海 東京　昂道塾

金城 清 藤澤 義公 名嘉元 三治
東京　昂道塾 東京　昂道塾 東京　昂道塾

一般個人型

小３・４個人型

小５・６個人型

中学女子個人型

中学男子個人型

小学生団体型

中学生団体型

シニア個人型
　　（５０代）有段

シニア個人型
　　（４０代）有段

シニア個人型
　　（４０代）段外

シニア個人型
　　（６０代）段外

最優秀選手賞

シニア個人型
　　（５０代）段外

シニア個人型
　　（６０代）有段



組手

組手種目 優勝 準優勝 敢闘賞1 敢闘賞2 敢闘賞3 敢闘賞4

朝倉 大次郎 Chris Bennet 権現領 光太 武井 智也 松本 航也 荷掛 文弥 出井 耕介 金田 晋一
鹿児島　薩摩池田道場 ニュージーランド 鹿児島　薩摩池田道場 静岡　清光会 東京　尚影塾 鹿児島　薩摩池田道場 愛知　清空会宝 愛知　三好支部

田中 弥斗 Ross Laufoli 川口 龍星 Bruce Laufoli
静岡　A-1富士支部 ニュージーランド 愛知　清空会宝 ニュージーランド

植田 那奈 村松 眞歩 和田 芽生彩 白石 妃乃 東 春花 小嶋 楓香 佐久間 桃音 Skylar Castillo
静岡　清光会 静岡　清光会 静岡　清光会 静岡 健由塾 鹿児島　鹿屋道場 愛知　淳風会東郷 東京　無双塾 ニュージーランド

渡邊 未来 磯部 林汰 大熊 陸大朗 山﨑 皓太 浅井 陽翔 星川 力斗 上村 幸暉 伊崎 碧斗
東京　尚影塾 静岡　清光会 東京　梟勇会 東京　沼袋拳行クラブ 愛知　淳風会長久手 愛知　淳風会桜志塾 東京　勢拳一番町道場 東京　梟勇会

望月 梨愛 青木 みすず 出井 麗羅 工藤 心晴 野間 衣織 星川 叶羽 木了 愛梨 大森 千夏
静岡 健由塾 東京　梟勇会 愛知　清空会宝 東京　梟勇会 東京　梟勇会 愛知　淳風会桜志塾 東京　相軌会 愛知　清空会本部

大瀧 裕都 木内 勇斗 田中　 秀 谷口 博飛 村松 礼基 栗濱 英音 安田　 颯太朗 網 大輝
静岡 健由塾 静岡 健由塾 愛知　淳風会名東 鹿児島　鹿屋道場 静岡　清光会 愛知　淳風会本部 愛知　淳風会名東 東京　相軌会

中路 陽沙未 大村 乙葉 野村 伊吹 Odeci Sane フィスク 愛 楠 茉莉衣 髙木 麗羅 海堀 真凜
愛知　淳風会本部 静岡　A-1富士支部 愛知　三好支部 ニュージーランド 東京　西東京拳行クラブ 東京　勢拳一番町道場 愛知　淳風会本部 愛知　三好支部

宮原 瑠人 山本 己載 井手 来希 須田 一輝 立田 大智 北川 珠羽 工藤 大地 森本 駿斗
鹿児島 薩摩池田道場 愛知　清空会神の倉支部 静岡　清光会 東京　西東京拳行クラブ 静岡　清光会 愛知　清空会本部 東京　梟勇会 愛知　清空会かなめ

田中 教之 大井谷 猛 鈴木 滋敏 荒川 淳一郎
静岡　清光会 東京　無双塾 静岡　清光会 東京　相軌会

岩山 高宏 峯村 信夫 大塚 裕治 今泉 巌
愛知　清空会神の倉 東京　昂道塾 東京　昂道塾 栃木　宇都宮支部

清空会かなめ 淳風会本部Ａ 落合空手道会 薩摩池田道場
愛知 愛知 東京 鹿児島

試割

試割種目 優勝 準優勝 三位 敢闘賞1 敢闘賞2 敢闘賞3 敢闘賞4 敢闘賞5

根岸 利夫 村上 洋一 Chris Bennet 出井 耕介 武井 智也
東京　勢拳一番町道場 愛知　淳風会本部 ニュージーランド 愛知　清空会宝 静岡　清光会

鈴木 滋敏 山﨑 隆 荒川 淳一郎
静岡　清光会 東京　鴻巣支部 東京　相軌会

岩山 高宏
愛知　清空会神の倉

名嘉元 三治 中村 章
東京　昂道塾 東京　空海

三位

一般男子
　　　　有段組手

小３・４年女子
　　　　個人組手

小３・４年男子
　　　　個人組手

高校生男子
　　　　個人組手

シニア個人試割
　　　　　（６０代）

一般団体組手

一般個人試割

中学生男子
　　　　個人組手

シニア個人組手
　　　　　（４０代）

シニア個人組手
　　　　　（５０代）

シニア個人試割
　　　　　（４０代）

小５・６年女子
　　　　個人組手

小５・６年男子
　　　　個人組手

中学生女子
　　　　個人組手

シニア個人試割
　　　　　（５０代）


