
２０１９・８・２４

最優秀道場賞（最多優勝者を出した支部・道場・団体） 極真拳武會　さいたま浦和支部
クラス
（1）幼年年中以下の部（園児年中以下） 廣瀬　瑠 石島道場
（2）幼年年長の部（園児年長） 小柴　竣 静空塾 肥沼　隆悟 極真拳武會城南世田谷 角田　ひより 飛馬道場 井上　豪 光誠会
（3）小学１年生男子初級の部（９級以下） 中野　隆星 武将會 堀越　結斗 空手道　白真会 藤田　幸多朗 武将會 田中　照大 極真拳武會埼京・城北

（4）小学１年生男子上級の部（８級以上） 長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和 塩川　懸唯 極真拳武會さいたま浦和 福田　恵大 極真拳武會千鳥・有明

（5）小学１年生女子の部 杉村　日茉莉 拳友会中山道場 森　由里愛 極真拳武會平和島 安達　梨愛奈 空手道　白真会
（6）小学２年生男子初級の部（８級以下） 多良間　信公 極真坂本金町 松尾　理央人 正伝流空手道中村道場 斎藤　琉響 極真会館東京川端 野中　大城 KWF極真会館
（7）小学２年生男子上級の部（７級以上） 小野　暖馬 極真拳武會さいたま浦和 平野　優心 極真拳武會城南世田谷 武井　将志 武将會 大内　琉生 日本空手道神居塾
（8）小学２年生女子の部 井上　友梨香 光誠会 金子　茉莉香 空手道MAC 西口　結子 極真拳武會川崎元住吉

（9) 小学３年生男子初級軽量級の部（７級以下・３０kg以下） 服部　壬 極真拳武會長原石川台 木村　昂大朗 日本空手道神居塾 珍田　亮仁 武心塾カラテ茅ヶ崎 髙野　快斗 極真拳武會さいたま浦和

（10）小学３年生男子初級重量級の部（７級以下・３０kg超） 根本　晴空 日本空手道神居塾 石井　七海 極真拳武會蒲田 物永　正史 正伝流空手道中村道場 鄭　浩 極真拳武會さいたま浦和

（11）小学３年生男子上級軽量級の部（６級以上・３０kg以下） 小熊　拳世 極真会館橋本道場 髙橋　聖 極真拳武會城南品川 大黒　宏倫 極真拳武會さいたま浦和 手塚　蒼真 極真拳武會川崎元住吉

（12）小学３年生男子上級重量級の部（６級以上・３０kg超） 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 堅田　鼓太郎 武将會 川野　正太朗 極真坂本真岡 齋藤　志貴 極真拳武會蒲田
（13）小学３年生女子初級の部（７級以下） 小峰　さな 極真会館東京川端
（14）小学３年生女子上級の部（６級以上） 松田　留禾 極真会館橋本道場 遠藤　明日菜 静空塾 内藤　杏理 極真拳武會長原石川台 井上　桜花香 世界全極真　志優会

（15）小学４年生男子初級軽量級の部（６級以下・３３kg以下） 門馬　善 極真拳武會さいたま浦和 渡邉　瑛汰 極真連合　神奈川県井上道場 町田　怜生 極真拳武會さいたま浦和 津守　呂郁 実戦武道空手　武心塾

（16）小学４年生男子初級重量級の部（６級以下・３３kg超） 及川　蒼史 実戦武道空手　武心塾 福井　駿汰 拳友会中山道場 今井　絢士 翔優會館
（17）小学４年生男子上級軽量級の部（５級以上・３３kg以下） 小野　颯介 極真拳武會さいたま浦和 小泉　そら 飛馬道場 中島　來夢 翔優會館 安藤　輝 極真拳武會城南世田谷

（18）小学４年生男子上級重量級の部（５級以上・３３kg超） 長坂 子龍 極真空手道 忍會 長谷川　凰星 空手道無限勇進会 加木　大源 極真拳武會さいたま浦和 笠間　駿平 極真拳武會長原石川台

（19）小学４年生女子初級の部（６級以下） 李　怡霖 極真拳武會さいたま浦和 齋藤　由芽 実戦武道空手　武心塾 肥沼　凜 極真拳武會城南世田谷 滝沢　佳穏 極真拳武會長原石川台

（20）小学４年生女子上級の部（５級以上） 重松　栄麻 松栄塾 山﨑　りな 極真拳武會平和島 中村　奏凪 極真拳武會平和島
（21）小学５年生男子初級軽量級の部（５級以下・３５kg以下） 栗原　歩希 KWF極真会館 須原　龍基 星龍塾 大塚　亜紗陽 極真浜井埼玉 澁谷　隆輝 極真拳武會蒲田
（22）小学５年生男子初級重量級の部（５級以下・３５kg超） 和知　優輝 実戦武道空手　武心塾 澤部　仁 極真拳武會蒲田 髙岸　遼 極真拳武會長原石川台

（23）小学５年生男子上級軽量級の部（４級以上・３５kg以下） 門馬　凛志 極真拳武會さいたま浦和 津嘉山　寛斗 正伝流空手道中村道場 平野　龍心 極真拳武會城南世田谷 武井　大将 武将會
（24）小学５年生男子上級重量級の部（４級以上・３５kg超） 青木　悠隼 極真拳武會城南品川 塩川　力基 極真拳武會さいたま浦和 鈴木　琉世 日本空手道　至真会館 丹山　映汰 極真拳武會長原石川台

（25）小学５年生女子初級の部（６級以下） 下田　まりあ 極真連合　神奈川県井上道場 渋谷　優花 極真拳武會城南世田谷 石浦　琴乃 極真拳武會川崎元住吉

（26）小学５年生女子上級の部（５級以上） 安田　四季 星和会館 平山　晴菜 極真拳武會長原石川台 森　愛理紗 極真拳武會平和島
（27）小学６年生男子初級軽量級の部（５級以下・４０kg以下） 西澤　英叶 極真拳武會城南世田谷 川合　景治 極真拳武會蒲田 原山　和毅 極真拳武會城南世田谷 松谷　太虹 極真拳武會蒲田
（29）小学６年生男子上級軽量級の部（４級以上・４０kg以下） 小金澤　亮馬 極真拳武會さいたま浦和 滝　悠吾 極真拳武會川崎元住吉 鵜澤　隼世 空手道無限勇進会 和田　陽翔 フルコンタクトカラテスクール

（30）小学６年生男子上級重量級の部（４級以上・４０超） 武藤　颯樹 極真拳武會埼京・城北 大内　遥生 日本空手道神居塾 小林　佑輔 フルコンタクトカラテスクール 飯塚　晄太朗 極真拳武會長原石川台

（31）小学６年生女子初級の部（６級以下） 宇田川　美結 KWF極真会館
（32）小学６年生女子上級の部（６級以下） 加木　美咲 極真拳武會さいたま浦和 長谷川　桃子 極真拳武會さいたま浦和 齋藤　絆菜 飛馬道場 齋藤　耀歩 飛馬道場
（33）中学１年生男子軽量級の部（45kg以下） 平野　拳心 極真拳武會城南世田谷 山﨑　武蔵 極真拳武會長原石川台 井上　貴嵩 極真拳武會目黒江東 中澤　拓海 極真拳武會城南品川

（34）中学１年生男子中量級の部（45kg超55kg以下） 大場　孔揮 空手道無限勇進会 本間　彪雅 総極真　友心会 國玉　直輝 極真浜井埼玉 柏田　悠希 淑徳巣鴨空手道部
（35）中学１年生男子重量級生の部（55kg超） 齋藤　桜舞 極真拳武會埼京・城北

（36）中学２・３年生男子軽量級の部（45kg以下） 渡辺　圭二朗 極真拳武會川崎元住吉 長谷川　草明 極真会館横浜田中 富山　龍 実戦武道空手　武心塾

（37）中学２・３年生男子中量級の部（45kg超55kg以下） 紅谷　凱 極真拳武會さいたま浦和 須鎗　海羅 極真拳武會埼京・城北 佐野　鳳輝 淑徳巣鴨空手道部 田代　修羅 世界総極真大石道場

（38）中学２・３年生男子重量級生の部（55kg超） 橋口　博夢 淑徳巣鴨空手道部 金岡　陽大 淑徳巣鴨空手道部 猪子　流摩 極真拳武會長原石川台 中谷　玲偉 極真拳武會長原石川台

（40）中学生女子中量級の部（40kg超50kg以下） 木村　優香 極真拳武會さいたま浦和 相川　実黎 極真拳武會さいたま浦和 田代　羽羅 世界総極真大石道場

（41）中学生女子重量級の部（50kg超） 松田　理央 淑徳巣鴨空手道部 諏訪本　わかな 世界総極真釘嶋道場 佐竹　実優 極真拳武會城南品川
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（44）高校生男子上級軽量級の部（４級以上６５kg未満） 浅野　士稀 極真浜井埼玉 島田　康平 淑徳巣鴨空手道部 磯野　伶 極真拳武會城南品川

（45）高校生男子上級重量級の部（４級以上６５kg以上） 猪子　健斗 極真拳武會長原石川台

（47）高校生女子上級の部（４級以上） 和田　静奈 極真拳武會さいたま浦和 砂川　樹璃 淑徳巣鴨空手道部 二見　乃愛 淑徳巣鴨空手道部
（48）女子初級の部 飯塚　望 極真拳武會千鳥・有明

（50）女子上級軽量級の部（１６歳以上55kg以下） 中薗　綾乃 KWF極真会館
（51）女子上級重量級の部（１６歳以上55kg超） 田代　妃羅 世界総極真大石道場 池田　愛理 極真拳武會城南品川 市川　音和 極真拳武會さいたま浦和

（52）壮年ミドル初級・中級軽量級の部（３６歳以上４５歳以下４級以下　７２ｋｇ未満） 川野　良昭 極真坂本真岡 服部　隆宏 極真拳武會千鳥・有明 東 昭守 極真空手道 忍會 三崎　景 実戦武道空手　武心塾

（53）壮年ミドル初級・中級重量級の部（３６歳以上４５歳以下４級以下　７２ｋｇ以上） 井上　安久 空拳道　誠心会 田中　智大 闘塾 佐久間　祐輝 日本空手道神居塾
（54）壮年ミドル上級軽量級の部（３６歳以上４５歳以下３級以上　７２ｋｇ未満） ビクター・ゴーン 極真Profi 相　勝 KWF極真会館 増原　雄司 KWF極真会館ビクトリー 冨岡　仁 空手道　東真会
（56）壮年マスターズ初級・中級軽量級の部（４６歳以上４級以下　７２ｋｇ未満） 安藤　康弘 極真拳武會さいたま浦和 池田　信孝 極真拳武會城南世田谷 依田　強 極真拳武會城南世田谷

（57）壮年マスターズ初級・中級重量級の部（４６歳以上４級以下　７２ｋｇ以上） 中島　順 極真浜井埼玉 吉井　忠雄 日本空手道小川道場　　 木村　亮示 極真拳武會城南世田谷 本間　康彰 極真会館浜井派東京本部

（58）壮年マスターズ上級軽量級の部（４６歳以上３級以上　７２ｋｇ未満） 金子　裕太 真樹道場横浜北支部 小林　正弘 秀武会 谷中　英之 極真会館坂本派秦野 梅ヶ迫　哲治 天翔塾
（59）壮年マスターズ上級重量級の部（４６歳以上３級以上　７２ｋｇ以上） 佐竹　泰典 極真拳武會城南品川 倉橋　資知 極真拳武會城南品川 笠原　圭介 極真拳武會城南品川 行川　健 極真拳武會城南品川

（60）一般初級・中級軽量級の部（３級以下70kg以下） 平野　陸斗 極真拳武會城南世田谷 鶴ケ崎　哲之 極真拳武會目黒江東 モアタズ　バスタウィシー 真樹道場城西支部 笠原　佑斗 鍊空武館
（61）一般初級・中級重量級の部（３級以下70kg超） 須鎗　孝文 極真拳武會埼京・城北

（62）一般上級軽量級の部（65kg以下） 郷　遼久 空手道無限勇進会 千田　黎一 極真連合　神奈川県井上道場 山野邉　嵐 極真浜井埼玉 望月　皐月 世界総極真大石道場

（63）一般上級中量級の部（65kg超75kg以下） 片桐　大也 淑徳巣鴨空手道部 萩原　翔 極真拳武會川崎元住吉 吉田　悠大 世界総極真大石道場 長島　寛明 世界総極真大石道場

（65）一般上級重量級の部（75kg超） 森田　奈男樹 宮本道場 ハ・ガエウル 全極真　韓国本部 浦松　友一 極真拳武會新宿神楽坂 アレクセイ・リジン 極真Profi
A　　型部門　幼年の部（男女混合） 富澤　孝行 極真拳武會城南品川 後藤　環 ロシア支部モスクワ藤井 萬屋　慶多 極真拳武會新宿神楽坂

B　  型部門　小学生低学年（１年生～２年生）初級の部（無級～９級） 横山　結奏 日本空手道神居塾 萩原　悠人 空手道　白真会 小埜　明咲 極真拳武會長原石川台

D     型部門　小学生低学年（１年生～２年生）上級の部（８級以上の帯） 山田　豪 極真拳武會新宿神楽坂 野中　孔明 極真拳武會城南品川 飯塚　風翔 極真拳武會城南品川

F     型部門　小学生中学年（３年生～４年生）初級の部（無級～９級） 平林　龍叶 極真拳武會城南武蔵新城 熊田　愛生 日本空手道神居塾 秋森　悠杜 極真会館橋本道場
H     型部門　小学生男子中学年（３年生～４年生）中級の部（８級～７級） 小島　桜輔 極真拳武會千鳥・有明

I       型部門　小学生女子中学年（３年生～４年生）中級の部（８級～７級） 関屋　瑠菜 極真拳武會城南武蔵新城

J     型部門　小学生男子中学年（３年生～４年生）上級の部（６級～有段） 植木　敢太 極真拳武會城南武蔵新城 春村　義仁 極真拳武會城南羽田 川本　優 極真拳武會城南羽田

K     型部門　小学生女子中学年（３年生～４年生）上級の部（６級～有段） 遠藤　杏莉 極真拳武會目黒江東 平野　乃愛 極真拳武會新宿神楽坂 小川　晃穂 極真会館東京川端
N     型部門　小学生高学年（５年生～６年生）中級の部（８級～７級） 赤羽根　麗菜 極真拳武會目黒江東

P     型部門　小学生男子高学年（５年生～６年生）上級の部（６級～有段） 永井　樹 総合空手道　神武館 矢田　鵬麿 極真拳武會城南品川 馬上　生吹樹 極真拳武會目黒江東

Q     型部門　小学生女子高学年（５年生～６年生）上級の部（６級～有段） 仲道　南波 極真拳武會目黒江東 鈴木　優里香 極真拳武會蒲田 吉川　穂佳 空手道　白真会
T     型部門　中学生男子上級の部（４級以上の帯） 和田　拓実 極真拳武會目黒江東

U     型部門　中学生女子上級の部（４級以上の帯） 島崎　夏海 極真拳武會目黒江東 遠藤　乙花 極真拳武會目黒江東 有次　茉絢 極真拳武會蒲田
W    型部門　一般初級の部（７級以下） 松原　夏穂 極真会館東京川端
Z     型部門　一般上級男子の部（高校生以上４級以上の帯） 本田　奏斗 極真拳武會目黒江東 外山　樹 極真拳武會城南武蔵新城 仲道　友佑 極真拳武會目黒江東

AA  型部門　一般上級女子子の部（高校生以上４級以上の帯） 玉川　真優 村椿道場



優勝者数

支部・団体名 人数 支部・団体名 人数
石島道場 1 極真拳武會城南品川 3
静空塾 1 極真連合　神奈川県井上道場 1
武将會 1 星和会館 1
極真拳武會さいたま浦和 12 極真拳武會城南世田谷 3
拳友会中山道場 1 極真拳武會埼京・城北 3
極真坂本金町 1 極真拳武會川崎元住吉 1
光誠会 1 淑徳巣鴨空手道部 3
極真拳武會長原石川台 2 極真浜井埼玉 2
日本空手道神居塾 2 極真拳武會千鳥・有明 2
極真会館橋本道場 2 世界総極真大石道場 1
空手道無限勇進会 3 極真坂本真岡 1
極真会館東京川端 2 空拳道　誠心会 1
実戦武道空手　武心塾 2 極真Profi 1
極真空手道 忍會 1 宮本道場 1
極真拳武會新宿神楽坂 1 極真拳武會目黒江東 6
極真拳武會城南武蔵新城 3 総合空手道　神武館 1
極真会館東京川端 2 村椿道場 1


