2019年6月22日（土）・23日（日）武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2019

初心・初級・形クラス大会結果

【初心 上段蹴り無しクラス】
優勝
準優勝
三位
幼児男女混合の部
宮本 琥斗良(新誠會)
石原 湊二朗(清凛館)
水上 宗祐(闘英館)
小学1年男女混合の部
坂井 天空(男塾)
障子 一輝(神谷塾)
柳瀬 柊介(仰拳塾)
小学2年男女混合の部
中西 涼青(輪道会)
田中 颯磨(桜塾)
横井 敬人(新誠會)
ベスト8／酒井 創真(桜塾)、馬場 直人(桜塾)、久保田 向輝(桜塾)、林 正登(桜塾)
小学3年男女混合の部
ゲデス ミカエル ヒロ ヒラカワ(闘英館) 藤井 駿太朗(桜塾)
西村 衛人(男塾)
小学4年男女混合の部
高橋 颯(清凛館)
吉田 匠吾(JKK)
加藤 大珠(光山会)
小学5年男女混合の部
ゲデスメリッサアイカヒラカワ(闘英館) 高木 堆志(桜塾)
土井 悠生(空會館)
小学6年男女混合の部
世森 多輝(清凛館)
内田 和陽(輪道会)
木村 透弥(桜塾)
【初心 上段蹴り有りクラス】
優勝
年少年中男女混合の部
林 福人(拳聖塾)
年長男女混合の部
北脇 雅士(桜塾)
小学1年男子の部
大倉 雄太郎(男塾)
小学2年男子の部
川合 寛斗(極真松田道場)
小学3年男子の部
河原 空(波導館)
小学4年男子の部
松田 泰正(桜塾)
小学5年男子の部
高木 悠羽斗(ノーティー)
小学6年男子の部
久保原 勇希(佐藤道場)
小学1年女子の部
竹中 希羽(桜塾)
小学2年女子の部
岡田 あま音(桜心会)
小学3年女子の部
奥村 心奈(桜心会)
小学4年女子の部
伊藤 結音(桜塾)
小学5年女子の部
蟹江 南月(佐藤道場)
小学6年女子の部
井村 茜(輪道会)
中学男子の部
雲井 天翔(拳心会館)
中学女子の部
新宅 明空(空會館)
【初級クラス】
幼児男女混合の部
小学1年男子の部
小学2年男子の部
小学3年男子の部

準優勝
藤原 煕乃(空會館)
深谷 匠(闘英館)
佐野 尚武(男塾)
石川 大耀(七州会渡刈)
加納 大馳(波導館)
和田 昂大(森道場)
神谷 隆太(神谷塾)
岡田 侍弦(佐藤道場)
杉島 夏帆(空會館)
纐纈 彩心(闘心館)
澤村 月華(波導館)
本田 ささら(仰拳塾)
加藤 日向梨(恒心塾)
越川 凛太朗(桜塾)

三位

三位
中川 壱茶(桜塾)
近藤 万天(空會館)
鈴木 大士(桜塾)
山下 陸斗(輪道会)
大嶋 千尋(神谷塾)
盛 真幸(ノーティー)
早瀬 晴久(仁勇武館)
三位

奥村 咲斗(桜心会)
吉川 和希(インパクト空手)
四井 凛太郎(拳心会館)
藤巻 ロベルト(真摯塾)
坂井田 皓太(聖流拳真会)
尾宮 佳樹(佐藤道場)

池本 朝陽(立志会)
池田 晴信(輪道会)
山形 駿介(誠流塾)
高橋 麗(極真松田道場)
岩倉 一騎(桜塾)
古島 悠斗(フジプロ)

坂野 柚葉(桜心会)
内田 麗汎(久保田道場)
長谷川 幸愛(光山会)

長野 彩良(桜心会)
奥川 望孔(七州会乙部ヶ丘)
波多野 祥子(極真松田道場)

木下 遥介(桜塾)

新井 快朋(波導館)

小学6年男子の部
小学1年女子の部
小学2年女子の部
小学3年女子の部
小学4年女子の部
小学5年女子の部
小学6年女子の部
中学男子の部
中学女子の部

優勝
準優勝
三位
三位
石黒 愛徠(佐藤道場)
大岩 竜大(空會館)
尾崎 威心(七州会三好丘)
林 宥仁(桜塾)
西村 煌月(成拳塾)
伊藤 快汰(桜塾)
藤原 快吏(空會館)
稲垣 頼雅(JKK聖拳武館)
嶋 亜椰也(桜塾)
北田 海晴(桜塾)
大野 陽音(空會館)
増田 壮馬(誠流塾)
彦坂 陽斗(桜塾)
須貝 瑳月(七州会東海)
ベスト8／曽我 泰雅(闘心館)、下仮 桜介(雅心会)、滝沢 蛍斗(闘英館)、澤井 颯冴(空武會)
岩崎 勢功(空會館)
伴野 有飛(佐藤道場)
吉岡 将斗(桜塾)
西野 信次郎(桜塾)
ベスト8／山本 健正(拳心会館)、池戸 翔優(佐藤道場)、高木 秀虎(空武會)、瀧 陽太(佐藤道場)
加藤 彪太郎(桜塾)
松山 心耀(空會館)
松浦 聖(澤崎道場)
石黒 暉利斗(佐藤道場)
ベスト8／徳丸 凰駕(一心学舎)、鈴木 悠人(誠拳塾)、木下 景介(桜塾)、星野 蒼太(聖流拳真会)
鈴木 修太(神谷塾)
春原 叶芽(男塾)
佐藤 優斗(森道場)
鈴木 悠太(神谷塾)
丸山 陽菜(拳聖塾)
下仮 絵理(雅心会)
竹下 香帆(MAC本部)
酒井 星來(桜塾)
岩橋 玲奈(成拳塾)
赤尾 陽毬(輪道会)
綛谷 真彩(聖心會)
田内 唯月(葵會)
加藤 千花(輪道会)
林 心楽(桜塾)
戸塚 ひより(空會館)
野村 ひかり(学心会)
木村 うた(仰拳塾)
松並 莉音(誠流塾)
野口 紗愛来(JKK聖拳武館)
奥村 幸美(心想流)
加藤 茜(禅定界)
石嶺 美(桜塾)
林 心音(桜塾)
神谷 かんな(桜塾)
西村 祐星(成拳塾)
藤井 優太朗(桜塾)
島邊 裕太(聖流拳真会)
森 思温(桜塾)
宮崎 結菜(餅田道場)
斉藤 佑菜(聖流拳真会)
大橋 咲羽(桜心会)
寺岡 萌夏(森道場)

【伝統形クラス】
初級 幼年~小学２年
初級 小学３年~小学４年
上級 小学３年~小学４年
初級 小学５年~小学６年
上級 小学５年~小学６年
有級 中学生
有段 中学生
有級 高校生~一般
有段 高校生~一般

優勝
高野 花菜子(拳友会中山)
中森 隆麻(光武会館)
泉田 心渚(闘英館)
高野 芽衣子(拳友会中山)
酒井 太陽(敬信館)
清水 奏匡(飛凰会)
太田 万結(祐心会)
浅井 智裕(仁勇武館)
杉原 日向(峰丈流)

準優勝
河村 翔真(真誠塾)
岸山 旺志郎(拳友会中山)
吉田 匠吾(JKK)
木村 香音(拳友会中山)
中森 麻乃(光武会館)
小山田 陽奈(祐心会)
西野 利也(天道会館)
飯田 淳子(拳友会中山)
塚本 碧唯(JKK)

【極真型クラス】
初級 幼年~小学２年
初級 小学３年~小学４年
上級 小学３年~小学４年
初級 小学５年~小学６年
上級 小学５年~小学６年
有級 中学生
有段 中学生
有段 高校生~一般

優勝
祖父江 洋斗(清凛館)
金子 愛美(拳聖塾)
大曽根 愛斗(極真浜井愛知)
水木 心輝(武奨館吉村)
喜佐 映斗(武奨館吉村)
佐藤 千裕(士衛塾)
小崎川 楓雅(極真浜井石川)
渡辺 飛鳥(士衛塾)

小学4年男子の部
小学5年男子の部

三位

三位

川出 青葉(正拳会)
塩瀬 椋太(峰丈流)

藪押 昊輝(七州会渡刈)
鍛冶ヶ澤 三尋(真誠塾)

榊原 好輝(敬信館)
岩田 瑠斗(祐心会)
原田 夏鈴(峰丈流)

鈴木 慈琉(敬信館)
原田 きらら(峰丈流)
橋本 春花(祐心会)

南 佳乃(JKK)

高橋 千暁(JKK)

準優勝
渡辺 堅心(闘英館)
吉川 怜央菜(極真浜井愛知)
藤田 壮真(極真浜井愛知)
滝沢 奏太(闘英館)
三宅 蕾庵(極真浜井石川)
野本 隆由(士衛塾)

三位
洲崎 耕太郎(正樹道場)
吉野 匠太朗(極真石黒道場)
中村 琉冴(極真浜井木島)

三位
瀬戸口 紗愛(立志会)
祖父江 海斗(清凛館)
瀬藤 詩織(極真松田道場)

高橋 來己(士衛塾)
桑原 憧(士衛塾)

中村 聖絆(士衛塾)
タッシュ マイケル 城(士衛塾)

柳 武志(士衛塾)

田渕 涼香(拳聖塾)

岡本 元紀(極真石黒道場)

タッシュ マイケル 城(士衛塾)

