
優勝 金子　新汰 皆思道場 優勝 有本　朋生 如水会高津道場
準優勝 鈴木　蓮 東京松濤明武会 準優勝 新垣　海夢 龍城会　鷲龍道場
第三位 神田　結丞 尚心派糸東流空手道拳心会 第三位 小畑　光祐 日本空手道　明光館
第三位 林　輝璃 空手道剛柔流空錬会 第三位 髙橋　瑛土 如水会高津道場
第五位 上野　聡介 尚心派糸東流空手道拳心会 第五位 太田代　心翔 功道館
第五位 今川　翔大 目黒空手インターナショナル 第五位 今川　翔大 目黒空手インターナショナル
第七位 小畑　光祐 日本空手道　明光館 第五位 北岸　勇人 剛柔流空手道有心会
第七位 岡本　泰青 東京松濤明武会 第五位 大石　蓮人 空手道和心会

優勝 赤池　胡音 養正館 優勝 佐藤　玲奈 空手道和心会
準優勝 浅井　結愛 空手道　明日空 準優勝 赤池　胡音 養正館
第三位 遠藤　美月 皆思道場 第三位 遠藤　美月 皆思道場
第三位 菊地　真央 泊親会川崎 第三位 飯野　姫花璃 日本空手協会　流空会
第五位 山口　莉桜 誠空館 第五位 浅井　結愛 空手道　明日空
第五位 トゥルーラブ　真凛 晴桜塾 第五位 笹本　百乃 英心館（長谷川空手スクール）
第七位 佐口　真依子 晴桜塾 第五位 栁本　夏美 英心館（長谷川空手スクール）
第七位 原田　りんご 晴桜塾 第五位 須永　理歩 志木市空手道連盟向上会

優勝 小野　心源 皆思道場 優勝 大島　優昇 一期倶楽部
準優勝 久野　龍正 剛柔流　仁武館 準優勝 茂手木　海生 田中道場
第三位 吉岡　龍 皆思道場 第三位 岩田　侑樹 空手道　明日空
第三位 山田　光晟 泊親会川崎 第三位 髙木　創太 空手道　明日空
第五位 南部　晴夢 空手道　明日空 第五位 小野　心源 皆思道場
第五位 井野　裕斗 養正館 第五位 関戸　大樹 日本空手協会　流空会
第七位 土林　千護 桜志塾道場 第五位 井野　裕斗 養正館
第七位 米田　晃清 全日本空手道　志空会 第五位 佐野　航太 一般社団法人　仙武会

優勝 宮﨑　愛梨 日本空手道　英友会 優勝 小林　神楽 一期倶楽部
準優勝 栗城　香椛 拳志会横浜支部 準優勝 中村　心美 櫻空山梨
第三位 佐々木　華歩 仁悠会 第三位 佐藤　万理子 大義道
第三位 福岡　琉心 糸東流空手道日本虎風舘 第三位 猪熊　愛心 一般社団法人　全日本空手道正友会
第五位 杉山　凜桜 剛柔流　仁武館 第五位 八幡　真希 明花塾
第五位 岡野　雅花 正統松濤館岡野派 謙交塾武道館 第五位 繪面　俐乃 日本空手道　濤空会
第七位 藤田　美咲 剛柔流空手道　荒賀道場 第五位 鈴置　こはる 糸東会千政館愛知県本部　天空会
第七位 川上　凛央 凛空手スクール 第五位 眞上　裕菜 正統松濤館岡野派 謙交塾武道館

優勝 田中　駿一郎 皆思道場 優勝 竹内　相志 養正館
準優勝 安宗　春輝 養正館 準優勝 田村　律 杉並空手道クラブ聖基館
第三位 三井　詠一朗 養正館 第三位 高橋　大雅 一般社団法人　全日本空手道正友会
第三位 澤　颯冴 東京松濤明武会 第三位 安宗　春輝 養正館
第五位 松本　圭叶 英心館（長谷川空手スクール） 第五位 工藤　怜生 泊親会秀神館
第五位 中川　雄貴 空手道　明日空 第五位 志村　京亮 柾友会
第七位 岡嶋　玲 養正館 第五位 稲田　啓 一般社団法人　仙武会
第七位 諸橋　陸 全日本空手道　志空会 第五位 齊藤　陸絃 空手道一心塾

優勝 西塚　愛純 三田空手クラブ 優勝 村口　ソフィナ 全日本空手道　志空会
準優勝 増子　美優 川口空手アカデミー 準優勝 髙部　雪舞 櫻空山梨
第三位 千葉　瑠杏 葉山町空手道協会 第三位 笹嶺　智穂 濤心会
第三位 中嶌　文寧 彰考館 第三位 齋藤　凛桜 石岡壮空会
第五位 大山　優芽 国際勝正館 第五位 西塚　愛純 三田空手クラブ
第五位 難波　由帆 拳正塾 第五位 水野　柚希 日本空手道大濤会仁勇館
第七位 岡崎　歩波 晴桜塾 第五位 長塚　莉瑛 大義道
第七位 能勢　結愛 正統松濤館岡野派 謙交塾武道館 第五位 竹中　夏海 日本空手道　明桜塾

優勝 長屋　旬 全日本空手道連盟剛柔会誠明館 優勝 飯田　瑛士 志木市空手道連盟向上会
準優勝 内山　朝陽 功道館 準優勝 横山　醇 濤心会
第三位 伊藤　泰暉 養正館 第三位 永山　哲平 勝武館東海
第三位 早川　新大 全日本空手道連盟剛柔会誠明館 第三位 南部　耀翔 空手道　明日空
第五位 小畑　旭希 日本空手道　明光館 第五位 早川　新大 全日本空手道連盟剛柔会誠明館
第五位 関山　陽人 拳和会 第五位 中島　暖太 養正館
第七位 浅井　陽聖 空手道　明日空 第五位 千葉　嵐斗 空手道一心塾
第七位 高木　雄大 全日本空手道　志空会 第五位 千葉　嵐史 空手道一心塾

優勝 杉野　玲花 松濤連盟　総本部 優勝 古川　幸穏 空手道一心塾
準優勝 堀　凛亜 日本空手協会　笠松支部 準優勝 金子　希彩 空手道和心会
第三位 松田　菜々美 日本空手道道場会勝志会 第三位 笠井　花音 空手道　明日空
第三位 奥田　稀羽 犬山空手道会 第三位 吉原　美空 石岡壮空会
第五位 中山　夏妃 空手道　明日空 第五位 長瀬　心奏 日本空手道泊親会錬心舘
第五位 佐藤　美波 磨心道場 第五位 武藤　夏未 幸武館中村道場
第七位 片山　璃彩 空手道　明日空 第五位 鈴木　蒼来 全日本空手道　正武館
第七位 吉田　友莉奈 泊親会川崎 第五位 塚　希々華 大義道

優勝 渡邊　瑛太 泊親会川崎 優勝 岩下　駿斗 空手道一心塾
準優勝 出村　琉生人 東京松濤明武会 準優勝 妙見　俊樹和 空手道　明日空
第三位 石原　佑真 清原空手道スポーツクラブ 第三位 佐久間　洸 玄制流武徳会
第三位 中野　光彬 東京松濤明武会 第三位 髙部　春之空 櫻空山梨
第五位 小栗　優馬 松涛連盟世田谷 第五位 小笠原　柊 日本空手道泊親会錬心舘
第五位 吉田　蔵之助 悠空会 第五位 麻生　武 全日本空手道統道会
第七位 仲間　琉唄 全日本空手道　志空会 第五位 陣内　春圭 松涛連盟世田谷
第七位 瀬沼　奎壽 日本空手道泊親会　武秀館 第五位 福田　和城 日本空手道　濤空会

優勝 高木　真由 全日本空手道　志空会 優勝 小倉　千宙 皆思道場
準優勝 村中　愛梨 ワールド　カラテ　アカデミー 準優勝 阿久津　優愛 一般社団法人　全日本空手道正友会
第三位 小倉　千宙 皆思道場 第三位 高木　真由 全日本空手道　志空会
第三位 内田　青葉 如水会高津道場 第三位 川上　心那 一般社団法人　全日本空手道正友会
第五位 玉口　結菜 空手道　明日空 第五位 村中　愛梨 ワールド　カラテ　アカデミー
第五位 山﨑　つぐみ 仁悠会 第五位 松本　八穏 剛柔流空手道　荒賀道場
第七位 岡崎　里咲 晴桜塾 第五位 澤木　想月 日本空手道　明桜塾
第七位 林　藍歩 空手道剛柔流空錬会 第五位 林　藍歩 空手道剛柔流空錬会

第24回全国道場選抜空手道大会　結果一覧　平成31年1月20日　キッコーマンアリーナ

★形★ ★組手★

幼年男子

幼年女子

小学1年生
男子

小学1年生
女子

小学2年生
男子

小学2年生
女子

小学3年生
男子

小学3年生
女子

小学4年生
男子

小学4年生
女子



優勝 山本　脩人 剛柔流空手　剛龍館 優勝 小松　響 東京松濤明武会
準優勝 仲川　竣 泊親会川崎 準優勝 須藤　大椰 彰考館
第三位 本多　柊翔 一般社団法人日本空手道道場会　誠武会 第三位 小林　伊之助 皆思道場
第三位 田村　成緒 杉並空手道クラブ聖基館 第三位 長沼　空 彰考館
第五位 佐藤　颯梧 川口空手アカデミー 第五位 冨田　実直 教空会空手道場
第五位 大村　祥聖 東京松濤明武会 第五位 栁本　悠輝 英心館（長谷川空手スクール）
第七位 南部　寿晴 空手道　明日空 第五位 野内　奏汰 龍城会　鷲龍道場
第七位 伊藤　耀聖 養正館 第五位 齊藤　珀伸 空手道一心塾

優勝 髙塚　彩夏 颯志館御前崎 優勝 草野　紗希 空手道一心塾
準優勝 鈴木　千遥 功道館 準優勝 穐野　愛星 英心館（長谷川空手スクール）
第三位 山本　遥音 日本空手道白堊会 第三位 佐藤　優莉 正剛館　茨城
第三位 福岡　瑚心 糸東流空手道日本虎風舘 第三位 雨宮　ゆら 柾友会
第五位 川本　愛桜 国際勝正館 第五位 陶山　幸来 濤心会
第五位 大島　舞紘 泊親会川崎 第五位 黒川　藍 空手道　明日空
第七位 橋本　一華 清原空手道スポーツクラブ 第五位 満重　玲奈 日本空手道　明桜塾
第七位 佐藤　小春 大藪道場 第五位 佐藤　小春 大藪道場

優勝 大原　健太 晴桜塾 優勝 堀口　堅護 空手道一心塾
準優勝 平田　駿 川口空手アカデミー 準優勝 初山　龍大 一般社団法人　全日本空手道正友会
第三位 千葉　海瑠 葉山町空手道協会 第三位 小髙　悠翔 拳栄会大原
第三位 西塚　悠真 三田空手クラブ 第三位 玉口　巧揮 空手道　明日空
第五位 不知　迅 颯志館御前崎 第五位 今井　太一朗 葉山町空手道協会
第五位 森山　結斗 三田空手クラブ 第五位 高梨　晴 全日本空手道連盟剛柔会誠明館
第七位 小島　遼大 犬山空手道会 第五位 駒津　琉斗 全日本空手道連盟剛柔会誠明館
第七位 金丸　航己 ワールド　カラテ　アカデミー 第五位 佐藤　柊太 和道会　越谷修道館

優勝 髙田　あずさ 東京松濤明武会 優勝 藤樫 　くるみ 空手道一心塾
準優勝 片山　璃夢 空手道　明日空 準優勝 澤木　愛月 日本空手道　明桜塾
第三位 酒井　春姫 泊親会川崎 第三位 稲田　直 一般社団法人　仙武会
第三位 片山　湖悠 全日本空手道連盟剛柔会誠明館 第三位 田中　詩 蒼鷹会空手道教室
第五位 前田　栞里 犬山空手道会 第五位 岡田　颯 清武会
第五位 高野　万優 悠空会 第五位 金親　弥久 明花塾
第七位 樋口　侑香 山水塾 第五位 片山　湖悠 全日本空手道連盟剛柔会誠明館
第七位 森下　莉 一錬会 第五位 山口　桃果 全日本空手道連盟剛柔会誠明館

優勝 斉藤　梨寿嬉 拳志会横浜支部 優勝 千葉　優汰 空手道一心塾
準優勝 植田　颯真 清原空手道スポーツクラブ 準優勝 臼井　颯汰 全日本空手道連盟剛柔会誠明館
第三位 石川　泰智 全日本空手道　正武館 第三位 大島　竜誓 龍城会　鷲龍道場
第三位 稲垣　虎太郎 糸東流空手道日本虎風舘 第三位 萩原　楓 大義道
第五位 下澤　琥珀 諏訪市空手道協会 第五位 根岸　航太郎 一期倶楽部
第五位 鈴置　はると 糸東会千政館愛知県本部　天空会 第五位 高橋　優斗 如水会高津道場
第七位 髙木　敬祐 松涛連盟世田谷 第五位 見田　尊 東京松濤明武会
第七位 大貝　和翔 糸東会千政館愛知県本部　天空会 第五位 菅生　大心 納侍塾

優勝 福岡　夢心 糸東流空手道日本虎風舘 優勝 佐藤　琴美 皆思道場
準優勝 佐藤　琴美 皆思道場 準優勝 萩原　沙羅 大義道
第三位 倉岡　穂乃花 養正館 第三位 福本　柚葉 教空会空手道場
第三位 中路　陽沙未 常心門　淳風会本部 第三位 久保田　歩 ゴルバニ塾
第五位 江藤　凪沙 養正館 第五位 齊藤　美羽 剛柔流空手道　荒賀道場
第五位 石塚　颯綺 剛和会 第五位 藤田　栞奈 松涛連盟世田谷
第七位 平田　澪 川口空手アカデミー 第五位 笠井　瑠花 空手道　明日空
第七位 島田　杏 剛柔流　空手道　錬心会 第五位 関原　愛 田中道場

優勝 林　大雅 致道会流山市空手道教室
準優勝 岩丸　和生 北神館
第三位 西内　尊 英心館（長谷川空手スクール）
第三位 荒木　智哉 泊親会掌空館

優勝 荒木　美栞 泊親会掌空館 優勝 金澤　日和 SKIF習志野
準優勝 織畑　いずみ 全日本空手道統道会
第三位 金澤　日和 SKIF習志野
第三位 鈴木　あいな 北神館

優勝 皆川　貴彦 致道会流山市空手道教室 優勝 宮﨑　佑介 空手道一心塾
準優勝 宇佐美　泰生 日本空手道大濤会仁勇館 準優勝 大谷　拳誠 ワールド　カラテ　アカデミー
第三位 舟橋　陽生 全日本空手道　志空会 第三位 石坂　将 如水会高津道場
第三位 奥村　斗哉 正統松濤館岡野派 謙交塾武道館 第三位 加藤　英一 武道会連合　葵會舘

優勝 枝　幹雄 剛柔流　仁武館 優勝 小島　英之輔 空手道一心塾
準優勝 榎木田　保 日本錬武舘流空手道　錬誠舘 準優勝 藤田　力 日本空手道制護会

第三位 小林　和央 日本空手道制護会
第三位 宋　修日 日本空手道大濤会仁勇館

優勝 加藤　ゆかり 日本空手道泊親会　武秀館 優勝 小池　陽子 日本空手道　明桜塾
準優勝 田中　百合子 日本空手道　明桜塾 準優勝 榎本　信恵 個人エントリー
第三位 橋本　美智子 日本空手道泊親会錬心舘
第三位 山崎　由美子 尚心派糸東流空手道朋心会

最優秀道場

皆思道場

最優秀選手

★形★ ★組手★

小学5年生
男子

小学6年生
男子

小学5年生
女子

組手男子
高校生(左)
一般(右)

マスターズ
男子

マスターズ
女子

小学6年生
女子

中学生男子

中学生女子

高校生
一般男子

高校生
一般女子


