
 

第１7 回 実武道会館 オープン 空手拳法選手権大会 

 

大会結果 

 

防具カラテ（ポイント＆ＫＯ） 

幼児の部 

        優 勝 木下 智貴  実武 沼南 

        準優勝 中村 和夢  実武 総本部 

        第三位 森田 悠誠  実武 総本部    

        第三位 舘野 侑太  皆清館 

小学一年の部 

        優 勝 徳永 航志  実武 沼南 

        準優勝 舘野 諒音  皆清館 

 第三位 森田 紗姫  実武 総本部 

 第三位 菱木 綺香  実武 鎌ヶ谷 

小学二年の部 

優 勝 ブァウダヤスイン  皆清館 

準優勝 大貫 野乃果 拳誠会館   

第三位 木村 陽大  優心会 

第三位 阿部 元気  皆清館 

小学三年の部 

優 勝 落合 啓太  皆清館 

準優勝 秋山 紀洋  実武 柏 

第三位 佐山 颯   皆清館 

第三位 千装 彩葉  実武 総本部 

小学四年の部 

優 勝 小川 遥希  皆清館 

準優勝 佐久間 柊  貴心塾 

第三位 藤田 葉月  実武 柏 

第三位 小島 翔生  諄清塾 

小学五年の部 

優 勝 佐藤 怜平  実武 豊四季 

準優勝 山田 龍樹  皆清館 

第三位 山川 諒   実武 総本部 

第三位 徳永 一樹  実武 沼南 



 

小学六年の部 

優 勝 佐久間 一騎  貴心塾  

準優勝 篠崎 航    実武 総本部 

第三位 伊澤 凛音   実武 柏  

第三位 森田 真名輝  実武 総本部 

中学（男子）1 年の部 

優 勝 赤井 絢    実武 総本部 

準優勝 小部 竜太郎  実武 柏 

第三位 澤田 光平   実武 総本部 

第三位 牧野 大将   拳誠会館 

中学（男子）2～3 年の部 

優 勝 和田 主麿  実武 総本部 

準優勝 村田 マイケル 玄気道 

第三位 酒井 義哉   三心塾 

組手  一般の部 

優 勝 岩井 陸  実武 総本部 

準優勝 関口 連  拳誠会館  

第三位 小林 正弘 秀武会 

第三位 赤井 昭宏 実武 総本部 

組手中学 フルコンの部 

優 勝 大野 雅恭  力将 

組手中学 女子フルコンの部 

優 勝 大野 彩音 力将  

準優勝 千装 晶  実武 取手東 

組手一般 初・中級 フルコンの部 

優 勝 草野 鉄馬  闘心会 

準優勝 伊澤 幸太郎 実武 柏  

第三位 浅見 敏弘  救道塾 

第三位 瀧口 利一  武道学館 

組手一般 無差別フルコンの部 

優 勝 倉田 幸夫  武道学館 

準優勝 今泉 拓   実武 沼南 

第三位 諸戸 拓弥  実武 総本部 

第三位 伊藤 哲也  流山警察 空手拳法クラブ 

 



 

 

 

 

 

 

    実武 チャンバラ 

幼児の部 

優 勝 小谷 優介  実武 南砂 

準優勝 黒木 珠有  実武 風早 

第三位 長井 佑樹  実武 鎌ヶ谷 

小学一年の部 

優 勝 永塚 亥之介 実武 風早 

準優勝 田中 健心  実武 総本部 

第三位 渡邉 瑛太  実武 総本部 

第三位 鈴木 笑心  実武 総本部 

小学二年の部 

優 勝 江守 純平  実武 取手カル  

準優勝 野道 丈弘  実武 総本部 

第三位 勝見 友貴  実武 高柳   

第三位 藤江 太陽  実武 取手カル 

小学三年の部 

優 勝 奈良部 信温 実武 我孫子 

準優勝 渡辺 大心  実武 総本部 

第三位 管原 蓮   実武 高柳 

小学四年の部 

優 勝 飯塚 颯太 実武 総本部 

準優勝 黒木 聖  実武 風早 

第三位 田中 大地 実武 風早 

第三位 見目 存  実武 取手カル 

小学五～六の部 

優 勝 大貫 九十九  拳誠会館  

準優勝 沼尻 光駿   実武 伊奈 

第三位 新堀 悠吏   実武 総本部 

第三位 亘保 乃香   実武 取手カル 

 


