
第21回　全国武道空手道交流大会結果【伝統（　形　）の部】
優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

吉塚　千紗 橋本光 波夛　海都 石神 奈々

（葉山町協会） （仁勇館） （錬桜会） （拓道会）

中山　新太 白木　大雅 金藤　旬平 金藤　壮平 北島　徹大 小島　快晴

（鳳友会） （武道塾） （WBKL） （WBKL） （武道塾） （TSK)

馬場　廉太 松岡　遼利 福田 晴太 鈴木　祐太郎 小林　璃空斗 天野　夏輝 島瀬　颯大

（鳳友会） （武道塾） （拓道会） （武道塾） （風林茨城） （武道塾） （武道塾）

芹川　綸都 北島　慶大 廣瀬　龍臣 天沼魁人 迫田　青 橋本　拓実

（錬心会草加） （武道塾） （TSK) （仁勇館） （鳳友会） （拓道会）

千葉　陽太 影山　空知 宮下　峻太朗 小島　碧海 新川　唯眞

（月心会） （葉山町協会） （葉山町協会） （TSK) （我円 王子）

狩野　咲哉 下川　竜生 メイヨギャヴィン    斗馬 須永　愛斗 徳田　玲皇 田嶋　一期 菅野　梓

（鳳友会） （真錬会） （葉山町協会） （真錬会） （菊地塾） （真錬会） （菊地塾）

久保田　隆之介 稲見　龍治 佃　瑛祐 手塚　真人 東海林　全生 宮沢　唯志

（葉山町協会） （菊地塾） （拓道会） （錬桜会） （拓道会） （拓道会）

谷口　弥緑 本木　隆一 武田　琉慈 青木　宗士

(剛和会) （志高会館） （マックス） （錬桜会）

鶴島 奨大 岡田一騎

（拓道会） （恵誠会）

桑波田　遙斗 渡邉　葵

（拓道会） （菊地塾）

坂本　裕斗 溝井　郷介 サハン アヌスカ 島巻亮佑 岡野　祐司 ラシミカ 安藤 賛

（マックス） （月心会） （WBKL） （WBKL） （上智大学） (新宿打撃) （WBKL） （拓道会）

秦　勝明 武田　浩幸

（真錬会） （マックス）

狩野　楓果 ウォーリン海理衣ローズ宮下　釉月音 清沢　利南 武尾京 玉田　楓

（鳳友会） （風林新潟） （葉山町協会） （武道塾） （仁勇館） （拓道会）

西浴一花 長岡　ひより 舟木　三智 浦野　華花

（仁勇館） （風林茨城） （我円 王子） （拓道会）

藤巻　紗里奈 鈴木綾音 田山 歓奈 阿部　優奈 渡辺　瑛怜奈

（鳳友会） （仁勇館） （拓道会） （菊地塾） （葉山町協会）

髙橋　優来 本田　　遥 本庄　若菜 品田　こより 土谷　夕海 相谷 直美

（葉山町協会） （葉山町協会） （錬桜会） （拓道会） （拓道会） （拓道会）

星山　姫華 スーリア 大城そよ加 ラシミ

（鳳友会） （WBKL） （上智大学） （WBKL）

１　幼児男女

２　小学１年生男子

３　小学２年生男子

４　小学３年生男子

５　小学４年生男子

６　小学５年生男子

７　小学６年生男子

８　中学１年生男子

９　中学２・３年生男子

10　高校生男子

11　一般男子

12　マスターズ

13　小学１・２年女子

14　小学３・４年女子

15　小学５・６年女子

16　中学１・２年女子

17　一般女子



第21回　全国武道空手道交流大会結果【伝統（　組手　）の部】

（鳳友会） （拓道会）
31　一般女子

星山　姫華 臼井　文

（葉山町協会） （拓道会）
30　中学1年生女子

髙橋　優来 相谷 直美

（鳳友会） （仁勇館）
29　小学6年生女子

藤巻　紗里奈 鈴木綾音

（仁勇館） （仁勇館）
28　小学5年生女子

小池真桜 和田明咲陽

（鳳友会） （葉山町協会）
27　小学1年生女子

狩野　楓果 宮下　釉月音

（我円 王子） （マックス）

（WBKL） (新宿打撃)

26　マスターズ
海老原　光一 武田　浩幸

二杉　郁貴 安藤 賛 アヌスカ 岡野　祐司

（武道塾） （マックス） （鳳友会） （仁勇館） （武道塾） （拓道会）
25　一般男子

針尾　承佑 多ヶ谷　翔 星山　友貴 宇佐美泰生

（拓道会） （拓道会）
24　高校生男子

桑波田　遙斗 小林　拓海

（武道塾） （武道塾）
23　中学1・2年生男子

藤木　保虎 松岡　志穏

（鳳友会） （鳳友会） （葉山町協会） （葉山町協会） （拓道会）
22小学5・6年生男子

竹中　麟太郎 狩野　咲哉 久保田　隆之介メイヨギャヴィン    斗馬 佃　瑛祐

北島　慶大

（葉山町協会） （錬心会草加） （葉山町協会） （仁勇館） （武道塾）
21小学3・４年生男子

宮下　峻太朗 芹川　綸都 メイヨフィニックス友馬 天沼魁人

（鳳友会） （仁勇館） （仁勇館） （武道塾）
20小学2年生男子

馬場　廉太 橋本航 渡邉統真 島瀬　颯大

（鳳友会） （WBKL） （葉山町協会） （WBKL）
19　小学1年生男子

中山　新太 山田　章太 小坂　尚義 金藤　旬平

（葉山町協会） （葉山町協会）

敢闘賞 敢闘賞

18　幼児男女
吉塚　千紗 小野田　廉士

優勝 準優勝 第３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞



第21回　全国武道空手道交流大会結果【防具空手の部】

（承愛館）
46　一般女子

笠原　希帆

（錬桜会） （拳友会）
45　中学2・3年生女子

野村　綺 近惣　ほたる

（菊地塾） （川井塾）
44　小学5・6年生女子

阿部　優奈 赤塚　美ら

（川井塾） （曲家道場）
43　小学3・4年女子

荒井　環那 小俵　奏音

（承愛館） （川井塾）
42　小学1・2年女子

橘川　亜未 赤塚　心る

（拳友会） （月心会） （菊地塾） （菊地塾）

41　高校・一般有段男
子

吉岡　大弥 溝井　郷介 渡邉　葵 矢吹　滉雅

（上智大学） （川井塾） （真錬会） （我円 王子）
40　シニア男子

岩田　浩 市川　健利 秦　勝明 海老原　光一

（川井塾） （曲家道場）
39　一般有級男子

野村　林太郎 伊藤　醇

（川井塾） （川井塾） （真錬会） （月心会）
38　中学1・2年生男子

赤塚　凪人 荒井　文太 秦　丈 田中　僚晟

（錬桜会） （川井塾）
37　小学6年生男子

野村　絆 荒井　元太

（菊地塾） （菊地塾） （研修舘） （真錬会）
36　小学5年生男子

菅野　梓 徳田　玲皇 島田　颯太 須永　愛斗

（錬桜会） （真錬会）

35　小学5年生初級男
子

伊藤　瑠星 伊藤　翔

（川井塾） （研修舘）

34　小学3．4年初級男
子

苗崎　潤 入谷　颯

（我円 王子） （承愛館）
33　小学1・2年生男子

久保秋 亜由 橘川　航獅

（錬桜会） （川井塾）

敢闘賞 敢闘賞

32　幼年
波夛　海都 野村　柊介

優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞



第21回　全国武道空手道交流大会結果【フルコンタクトの部】

60　一般女子

（風林新潟） （GTジム）
59　小学1・2年生女子

ウォーリン海理衣ローズ日比野　いつき

(南浦和） （恵誠会）
58　一般上級男子

山根　武夫 柳田勝之

（我円） （風林新潟）

57　一般男子初級・中
級

緒方　祐馬 加藤　直人

（秀武会荒川） (南浦和） （恵誠会） （菊地塾）
56　マスターズ男子

小林　正弘 妹岡　泰憲 岡田和之 吉田　司

(AKIRA) （誠心会館）
55　高校生男子

梅田 迅 矢沢　和真

（TSK) （GTジム） （恵誠会） （志高会館）
54　中学1・2年生男子

駒木根　稔和 岩本　鍾一 谷名辿麻 本木　隆一

（龍拳會） （志高会館） （恵誠会） （誠心会館）
53　小学6年生男子

藤倉　幸翔 喜田　義弘 岡田竜飛 小田嶋　隼翔

（風林新潟） （志高会館） (AKIRA)
52　小学5年生男子

小林　悠真 高橋　龍平 因間 大登

(AKIRA) （志高会館） （志高会館） （龍拳會）
51　小学4年生男子

佐藤　涼空 丸島　乎惺 永野　陽大 徳田　和仁

（GTジム） （誠心会館）
50　小学3年生男子

栗盛　葵 高橋カウエ理希

（龍拳會） (AKIRA)
49　小学2年生男子

久島　丈生 大野 響介

(AKIRA) （龍拳會） （志高会館） （GTジム）
48　小学1年生男子

羽田野 丈忍 安田　晴翔 丸島　由楷 遠藤　悠志

（風林新潟） （GTジム） (AKIRA)

敢闘賞 敢闘賞

47　幼年男子
田中　耀 勝俣　蓮翔 笹森 大晴

優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞



第21回　全国武道空手道交流大会結果【グローブ空手の部】

(AKIRA) （志高会館）
74小学４年生女子

小川 珠空 井上　美月

73一般女子

（TSK)
72小学5・6年生女子

舘　穂華

（TSK)
71小学2・3年生女子

三浦　愛唯

（風林新潟）
70小学1年生女子

ウォーリン衣来瑳クイン

（鈴木道場）

69一般男子スペシャル
マッチ

横山　太一朗

（GTジム）
68一般男子重量級

日比野　晃作

（創心會） (新宿打撃)
67一般男子軽量級

新道　健太 岡野　祐司

（鈴木道場）
66高校生男子

横山　慧次朗

（TSK) （月心会）
65中学1年生男子

駒木根　稔和 田中　僚晟

（風林新潟） （TSK)
64小学5・6年生男子

小林　悠真 齊藤　大晴

（TSK)
63小学4年生男子

小島　碧海

（龍拳會）
62小学2年生男子

久島　丈生

（TSK) （我円 王子）

敢闘賞 敢闘賞

61小学1年生男子
小島　快晴 久保秋 亜由

優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞


