
令 和 元 年 ５ 月 吉 日

御 礼

新緑の候、皆様に於かれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げ

ます。なお平素は当連盟の活動にご協力をいただき、心より感謝申し

上げます。

お蔭様にて、５月２６日（日）毎日工業アリーナ久喜において開催さ

れました第１３回全日本格斗打撃選手権大会におきましては、関西エ

リアから東北方面まで５０団体の皆様に参加を頂き、４２０名の選手

が熱戦を繰り広げて大過なく終了する事ができました。

これもひとえに皆様のご支援の賜物と、心より厚く御礼申し上げます。

今後も、皆様よりご指導をいただき、なお一層の努力をいたす所存で

おりますので、ご支援を賜りますようお願い申し上げるとともに、諸

先生方をはじめ貴会の益々のご発展を祈りつつ、御礼とさせていただ

きます。

全日本格斗打撃空手道連盟

会 長 白鳥 富美夫



第 13 回 全日本格斗打撃選手権 大会結果

組手の部 優 勝 準優勝 第 3 位 第 3 位

幼 児 門沢 光・ 慎武館 苗崎 潤・ 川井塾 片岡 琉希・昌平校

小学１年男子 根岸 孔明・勇誠会 藤原 睦・ 清心館 矢野 一眞・勝空会

小学２年男子 土屋 晴南・菊地塾 苗崎あきら・川井塾 伊藤 輝司・錬桜会 徳田 玲皇・菊地塾

小学３年男子 佐藤 悠樹・勇誠会 松崎 彪牙・昌平校 矢野 斗眞・勝空会 越地 永一・尚武舘

小学４年男子 吉澤岳玖・曲家道場 渋谷 逢礼・煉成会 奥泉 景太・勇誠会 工藤 大雅・勇誠会

小学５年男子 赤塚 凪人・川井塾 白鳥 拳真・勇誠会 安達 輝 ・尚武舘 池田翔海・心嘉会館

小学６年男子 江戸 大河・力 将 渋谷 晴志・煉成会 畠山 一平・清心館 佐々木空海・勝空会

小学１.２年女子 日原 初華・煉成会 堀 美歌 ・真錬会

小学３.４年女子 赤塚 美ら・川井塾 霜山 希咲・菊地塾

小学５年女子 城田 美鈴・道志会 干川 琴未・道志会

小学６年女子 千葉 乙葉・清心館 近藤美海花心嘉会館 髙田 一花・昌平校

中学１年男子 中野 雄斗・勝空会 渡邉 葵 ・菊地塾 国島 聖士・勇誠会 菅 晟乃介・勇誠会

中学２.３年男子 栗田歩夢・拳誠会館 矢吹 滉雅・菊地塾 早坂 吏功・勝空会

中学１年女子 江原 鈴那・全闘連 田村結俐耶東京錬武舘 早坂 心佑・勝空会

中学２.３年女子 松村 舞桜・全闘連 舟橋 蒼天・力 将

高校・一般女子 大高みのり・山王会 笠原 希帆・拳友会 松尾 広美東京錬武舘 十束 茉依・勇誠会

高校生男子 小堀 和真・尚武舘 谷山 航 ・勇誠会 石丸 栞多・力 将 近江 謙信・尚武舘

一般 有級 野崎 竜也・飛龍會 鈴木 修 ・勝空会 ステファン・勝空会 佐藤 亮輔・上智大

一般 有段 小林 周平・朋武館 久我拓海東京錬武舘 吉田 開威・朋武館 内海遼太郎・輝志会

型の部 優 勝 準優勝 第 3 位 第 3 位

小学１．２年生 伊藤 瑠星・錬桜会 和田 悠 ・錬武舘

小学３年生 吉田 奏葵・煉成会 内藤 璃奈・勇誠会 秋山 太成・尚武舘

小学４年生 岡本 彩那・日誠会 加藤ひより・日誠会 上倉 颯太・煉成会 渡部 滉仁・日誠会

小学５年生 小山 夢 ・日誠会 仁科 好葉・錬桜会 井上 大和・錬桜会 野村悠真・拳誠会館

小学６年生 勝連 建翔・錬桜会 内藤 廉 ・勇誠会 本田 昊靖・煉成会 若月 廉 ・日誠会

中学生 山田 和弥・日誠会 浅井 滉基・尚武舘 宮本 晃希・錬桜会 原田 楓 ・勇誠会

高校・一般 髙橋 廉 ・煉成会 髙橋 陸 ・煉成会 荒 未来 ・勇誠会 川野こずえ・錬誠舘

リアル

プロテクト
優 勝 準優勝 第 3 位 第 3 位

一般有級・軽中量 松本 紘明・海闘会 大窪 遼介・海闘会 佐々木 純・曲家道場

一般有級・重 量 西村 空 ・海闘会 藤井 銀河・海闘会

一般有段・軽中量 清水佑太郎・国テ協 松村 啓介・全闘連 吉住 直幸・飛龍會

一般有段・重 量 小林 周平・朋武館 森田 泰男・錬武舘 野澤 樹 ・勇誠会



太刀・短棒術 優 勝 準優勝 第 3 位 第 3 位

幼 児 前原 湊 ・全闘連 須藤 文珠・全闘連

小学１年生 柿沼 遥希・全闘連 白井ユウスケ全闘連 佐藤 聖愛・全闘連

小学２年生 水越 真緒・全闘連 新井 悠也・全闘連 野内 美空・全闘連 田中聖之佑・勇誠会

小学３年生 栃木 駿佑・全闘連 小滝 朋真・全闘連 白井 伽奈・勇誠会 岡田 陽詩・全闘連

小学４年生 成川 大志・勇誠会 中島 啓翔・勇誠会 並木 あみ・全闘連

小学５年生 原田桜太朗・全闘連 白井 美羽・勇誠会 藤倉虎太朗・全闘連

小学６年生 守屋雄一朗・全闘連 岡田 栞音・全闘連 前田 陽向・勇誠会

中学～一般女子 川島 大暉・全闘連 木村 吏玖・全闘連 植竹 康子・虎武門

高校～一般男子 山鹿 貴史・八州学園 飯田 眞一・全闘連 齋藤 涼太・齋藤塾

古武器 釵 優 勝 準優勝 第 3 位

小学３．４年生 浅井 晴貴・尚武舘

小学５．６年生 倉見 沙矢・尚武舘 斉藤 琥楠・尚武舘 内藤 廉 ・勇誠会

中学生 浅井 滉基・尚武舘 小堀 太綺・尚武舘 土屋 開生・尚武舘

高校 ～ 一般 松本 幸三・励武塾 荒 未来 ・勇誠会 進藤 直樹・尚武舘

古武器 棒 優 勝 準優勝 第 3 位 第 3 位

小学４年生以下 森川いつき・錬桜会 秋山 太成・尚武舘

小学５．６年生 斉藤 琥楠・尚武舘 倉見 沙矢・尚武舘 阪本 真衣・尚武舘

中学生 宮本 晃希・錬桜会 浅井 滉基・尚武舘 小堀 太綺・尚武舘 井上 智大・尚武舘

高校 ～ 一般 松本 幸三・励武塾 進藤 直樹・尚武舘 仙度 温葉・拳心塾

団体戦 小学生 優 勝 日本空手道 勇誠会

団体戦 一 般 優 勝 神奈川 輝志会

大会会長賞 拳趾流 菊地塾 土屋 晴南 選手

最優秀選手賞 剛柔流 朋武館 小林 周平 選手

優秀選手賞 大日本飛龍會 野崎 竜也 選手

格斗打撃賞 国際テコンドー協会 清水 佑太郎 選手

manji
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