
第１回全日本空手道型選手権大会

主催：全日本型連盟
後援：郡山市・郡山市教育委員会・郡山体育協会

福島民報社・福島民友新聞社

AJKF

令和元年11月10日日
◆開場／午前9時　◆開始／10時

郡山カルチャーパークアリーナ

AJKF　第１回全日本空手道型選手権大会選抜　進行表

■選手の皆さんは自分の出番の５試合前までには選手待機場所にて、お待ち下さい。
■選手の呼びかけや探し回ることは行いませんので、各自責任を持ってご準備下さい。
■出番になっても準備ができていない場合は失格になりますので、ご注意下さい。
■１階会場内は飲食禁止です。２階観客席・ロビーにてご飲食下さい。
■本大会は、型試合のためお静かにご観覧頂きますよう皆様のご協力をお願い致します。
※施設内・施設敷地内禁煙です。皆様のご協力をお願い致します。
　マナーを守れない場合は団体全体の責任として選手が失格になる場合もございますので十分にご注意下さい。

注意事項

※進行状況により時間がズレることがありますので、ご注意下さい。

9：30 選手受付・審判打ち合わせ

Ａコート　木村　俊介　　遠藤　邦俊　　大竹　正明　　阿崎　広行
Ｂコート　大橋　義則　　春日　博之　　渡辺　飛鳥
Ｃコート　秦　　貞継　　長谷川伸一　　笠井　　優

Ａコート　小野寺忠雄
Ｂコート　安齋　梨恵
Ｃコート　猪俣　容子

１．開会宣言　　２．選手入場　　３．国旗掲揚　　４．大会会長挨拶　　５．選手宣誓
６．記念撮影　　７．選手退場

10：00 開会式

Ａコート【個人戦】　No.95～No.134
Ｂコート【個人戦】　No.49～No.94
Ｃコート【個人戦】　No.1～No.48

10：10 試合開始

12：30 休　憩（40分）

Ａコート【個人戦】　No.135～No.159　　決勝（中１・中２・マスター・一般）　
Ｂコート【個人戦】　決勝（小５・小６）
Ｃコート【個人戦】　決勝（小１・小２・小３・小４）
Ａコート【団体戦】　中学生の部・一般の部（個人戦終了後）
Ｂコート【団体戦】　小学４年生～６年生の部

13：10 個人戦（高校・マスター・一般）　団体戦

１．選手入場　　２．表彰式　　３．講評（大会審判長）　　４．国旗降納　　５．閉会宣言

15：00 閉会式

審　　判　

司 会 者　
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1 武田　英士 たけだ　えいじ ７才 男 極真北杜塾 18 おうち道場杯１位

2 宮下　琉汰 みやした　りゅうた ６才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

3 小林　　葵 こばやし　あおい ６才 男 極真安斎 19 おうち道場杯１位

4 増子　奏芽 ましこ　かなめ ６才 男 極真安斎 18 おうち道場杯２位

5 齋藤　莉緒 さいとう　りお ６才 女 極真安斎 19 おうち道場杯

6 鈴木　奏龍 すずき　かなた ６才 男 極真春日 19 北東北選抜３位

7 宮崎　　颯 みやざき　そう ７才 男 極真春日 19 北東北選抜１位

8 寺澤　和奏 てらさわ　わかな ７才 女 極真春日 19 北東北選抜２位

9 松田　孝稀 まつだ　よしき ８才 男 極真阿崎 19 北東北選抜３位

10 清野　叶愛 せいの　のあ ８才 女 會士館 19 おうち道場杯２位

11 橋本　大和 はしもと　やまと ８才 男 極真安斎 18 おうち道場杯

12 八巻　斗誠 やまき　とうま ７才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

13 佐藤　綾音 さとう　あやね ７才 女 琢磨会 19 北東北選抜２位

14 樋口　京花 ひぐち　きょうか ７才 女 神武館 18 おうち道場杯１位

15 阿部　南斗 あべ　みなと ８才 男 神武館 19 おうち道場杯１位

16 水野　　律 みずの　りつ ８才 男 輝心会 19 北東北選抜５位

17 大江　鈴音 おおえ　すずね ７才 女 至真会館 19 北東北選抜４位

個人戦 C
コート 小学１年生の部 競技型：太極Ⅰ

個人戦 C
コート 小学２年生の部 競技型：平安Ⅰ

優　勝

準優勝

３　位

４　位

決 勝 戦

優　勝

準優勝

３　位

４　位

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

18 後藤かれん ごとう　かれん ８才 女 吉村道場 19 武奬館推薦

19 松岡　大生 まつおか　だいき ８才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

20 眞部　　煌 まなべ　こう ９才 男 會士館 18 おうち道場杯

21 長谷川智輝 はせがわ　ともき ９才 男 會士館 19 おうち道場杯

22 中村　伊吹 なかむら　いぶき ８才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

23 青柳　佑汰 あおやぎ　ゆうた ８才 男 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦 

24 田宮　　明 たみや　あかり ８才 女 神武館 19 おうち道場杯１位

25 目黒　心温 めぐろ　しおん ９才 男 會士館 18 おうち道場杯

26 齋藤　心梛 さいとう　ここな ８才 女 神武館 19 おうち道場杯

27 三ヶ島なな みかしま　なな ９才 女 礼心會 19 礼心會推薦

28 和工田笑莉 わくた　えみり ８才 女 極真金町 18 おうち道場杯

29 三浦　空大 みうら　そらた ８才 男 至真会館 18 おうち道場杯

30 須藤　友汰 すどう　ゆうた ８才 男 極真安斎 19 おうち道場杯３位

個人戦 C
コート 小学３年生の部 競技型：平安Ⅱ

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

31 佐藤　萌依 さとう　めい 10才 女 極真阿崎 19 北東北選抜５位

32 阿部　瞬児 あべ　しゅんじ ９才 男 極真阿崎 19 北東北選抜３位

33 猪俣龍太郎 いのまた　りゅうしろう 10才 極真安斎 おうち道場杯２位

34 長谷川瑛飛 はせがわ　えいと 10才 男 會士館 18 おうち道場杯３位

35 古屋　湧成 ふるや　ゆうせい 10才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

36 宮下　聖矢 みやした　せいや 10才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

37 山崎　慈明 やまざき　よしあき ９才 男 礼心會 礼心會推薦

38 武田　大和 たけだ　やまと ９才 男 極真北杜塾 19 おうち道場杯４位

39 樋口　青那 ひぐち　せな 10才 女 神武館 18 おうち道場杯５位

40 西脇　成海 にしわき　なるみ ９才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯３位

41 渡辺　百優 わたなべ　もゆ 10才 女 士衛塾総本部 18 おうち道場杯３位

42 山際　健児 やまぎわ　けんじ 10才 男 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦

43 桑原希乃羽 くわはら　ののは 10才 女 極真安斎 19 おうち道場杯１位

44 佐藤ほなみ さとう　ほなみ ９才 女 輝心会 19 北東北選抜４位

45 水野　　陽 みずの　はる 10才 　輝心会 19 北東北選抜５位

46 佐藤　史織 さとう　しおり 10才 女 琢磨会 19 北東北選抜１位

47 安斎　　錬 あんざい　れん 10才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

48 茨木　優志 いばらき　ゆうし ９才 男 極真田畑 18 おうち道場杯８位

個人戦 C
コート 小学４年生の部 競技型：平安Ⅲ

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

49 畠山　　葵 はたけやま　ひまり 11才 女 極真阿崎 19 北東北選抜３位

50 日尾　心優 ひお　みひろ 10才 女 吉村道場 19 武奬館推薦

51 長谷川悠斗 はせがわ　ゆうと 11才 男 會士館 19 おうち道場杯

52 黒沢　理央 くろさわ　りお 11才 女 極真春日 19 北東北選抜

53 加藤　晴華 かとう　はるか 10才 女 極真春日 19 おうち道場杯

54 佐藤　春汰 さとう　しゅんた 11才 男 極真春日 19 北東北選抜１位

55 大原　昌也 おおはら　まさや 10才 男 極真春日 19 北東北選抜

56 今　みのり いま　みのり 11才 女 極真北杜塾 19 北杜塾推薦

57 土屋　　絆 とや　きずな 10才 男 神武館 18 おうち道場杯３位

58 遠藤　優依 えんどう　ゆい 10才 女 神武館 19 おうち道場杯２位

59 永井　　樹 ながい　いつき 10才 男 神武館 18 おうち道場杯１位

60 荒木　悠那 あらき　はるな 11才 女 神武館 19 おうち道場杯

61 安齋　希風 あんざい　ののか 11才 女 神武館 19 おうち道場杯推薦

62 澤田　慧士 さわだ　けいし 11才 男 小比類巻道場 19 北東北選抜８位

63 新井　志侑 あらい　しゅう 11才 極真栃木 19 おうち道場杯

64 和工田凌駕 わくた　りょうが 11才 男 極真金町 18 おうち道場杯３位

65 山本　貫太 やまもと　かんた 11才 男 極真金町 18 おうち道場８位

66 畑中　佑月 はたなか　ゆづき 11才 男 極真安斎 19 おうち道場杯 

67 古沢　蓮音 ふるさわ　れおん 10才 男 至真会館 18 おうち道場杯２位

68 湯本　菜羽 ゆもと　なのは 10才 女 極真安斎 19 おうち道場杯

69 佐藤　光一 さとう　こういち 10才 男 極真安斎 19 おうち道場杯３位

個人戦 B
コート 小学５年生の部 競技型：平安Ⅳ

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

70 木原　未夢 きはら　みゆ 12才 女 吉村道場 19 武奬館推薦

71 南　　朱梨 みなみ　しゅり 11才 女 會士館 19 おうち道場杯

72 茂櫛　　明 もぐし　めい 11才 女 極真栃木 18 おうち道場杯

73 髙橋　　愛 たかはし　あい 12才 女 極真春日 19 北東北選抜

74 佐々木航汰 ささき　こうた 12才 男 極真春日 19 北東北選抜

75 加藤　朋華 かとう　ともか 12才 女 極真春日 18 おうち道場杯

76 小助川璃空 こすけがわ　りく 12才 男 極真春日 19 北東北選抜８位

77 神　　舞優 じん　まゆ 12才 女 極真諸澤 19 北海道選抜２位

78 柾本蒼太郎 まさもと　そうたろう 12才 男 極真今井 10 北海道選抜１位

79 村上　心花 むらかみ　このは 12才 女 極真今井 19 北海道選抜

80 坂井　力丸 さかい　りきまる 11才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

81 山田　征弥 やまだ　せいや 11才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

82 三ヶ島小夏 みかしま　こなつ 12才 女 礼心會 19 礼心會推薦

83 田宮いこい たみや　いこい 11才 女 神武館 19 おうち道場杯２位

84 相庭　望乃 あいば　のの 12才 女 神武館 19 おうち道場杯

85 中村　聖絆 なかむら　せな 11才 女 士衛塾総本部 18 おうち道場杯

86 高橋　來己 たかはし　らいき 11才 士衛塾総本部 18 おうち道場杯３位

87 小西　智貴 こにし　ともき 11才 男 士衛塾総本部 19 おうち道場杯１位

88 市川　恵大 いちかわ　けいた 12才 男 士衛塾総本部 19 おうち道場杯

89 𠮷尾　晃大 よしお　こうだい 11才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯

90 大澤　海聖 おおさわ　かいと 12才 男 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦

91 高橋　悠真 たかはし　ゆうま 12才 男 極真栃木 18 おうち道場杯１位

92 小林　海斗 こばやし　かいと 12才 男 至真会館 18 おうち道場杯２位

93 折笠　友哉 おりかさ　ともや 11才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

94 佐藤　一耀 さとう　いちあ 11才 男 極真春日 19 北東北選抜３位

個人戦 B
コート 小学６年生の部 競技型：平安Ⅴ

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

95 後藤ななみ ごとう　ななみ 13才 女 吉村道場 18 おうち道場杯

96 須藤　希海 すどう　のぞみ 13才 女 極真安斎 19 おうち道場杯３位

97 岡部　円花 おかべ　まどか 13才 女 極真安斎 19 おうち道場杯

98 山崎　　明 やまざき　めい 12才 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦

99 西山　柚月 にやま　ゆずき 12才 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦 

100 茂櫛　　晴 もぐし　はる 13才 極真栃木 18 おうち道場杯３位

101 岸　　夏輝 きし　なつき 13才 極真田畑 18 おうち道場杯３位

102 山際　海渡 やまぎわ　かいと 12才 男 士衛塾総本部 19 士衛塾推薦

103 岡田　佳奈 おかだ　かな 12才 女 士衛塾総本部 18 おうち道場杯２位

104 布川　桧梨 ぬのかわ　かいり 12才 女 士衛塾総本部 18 おうち道場杯８位

105 野本　隆由 のもと　たかよし 12才 男 士衛塾総本部 19 おうち道場杯３位

106 巻淵　元気 まきふち　げんき 12才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯１位

107 小林　巧弥 こばやし　たくみ 12才 男 極真北杜塾 19 北東北選抜

108 熊川　駿也 くまがわ　しゅんや 13才 男 礼心會 19 礼心會推薦

109 樋口　莉央 ひぐち　りお 12才 神武館 18 おうち道場杯

110 佐藤　千裕 さとう　ちひろ 12才 士衛塾本部 18 おうち道場杯２位

111 上田　健太 うえだ　けんた 13才 男 礼心會 19 礼心會推薦

112 増子竜之介 ましこ　りゅうのすけ 12才 極真安斎 19 おうち道場杯

113 伊藤　壱歩 いとう　いっぽ 12才 男 輝心会 19 北東北選抜６位

114 鈴木　一葉 すずき　いちは 12才 男 極真安斎 18 おうち道場杯

個人戦 A
コート 中学１年生の部 競技型：撃砕大

決 勝 戦
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115 堀井　　宙 ほりい　そら 14才 男 極真春日 19 北東北選抜

116 齋藤　陽向 さいとう　ひなた 14才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

117 坂本　顚太 さかもと　てんた 13才 男 極真北海道 19 北海道選抜

118 中村　釉捺 なかむら　ゆな 14才 女 士衛塾総本部 18 おうち道場杯２位

119 関井　涼介 せきい　りょうすけ 13才 男 極真北杜塾 19 おうち道場杯２位

120 三浦　由大 みうら　ゆうだい 13才 男 至真会館 19 おうち道場杯８位

121 橋本　勝哉 はしもと　しょうや 13才 男 極真安斎 18 おうち道場杯３位

122 矢崎　凛夏 やさき　りんな 14才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

123 安斎　優翔 あんざい　ゆうと 13才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

124 高橋　　圓 たかはし　つぶら 13才 極真田畑 18 おうち道場杯４位

125 タッシュマイケル城 たっしゅまいける　じょう 13才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯１位

126 大澤　寿馬 おおさわ　かずま 14才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯２位

127 三ヶ島　源 みかしま　げん 14才 男 礼心會 19 礼心會推薦

128 渡辺　大和 わたなべ　やまと 13才 男 極真安斎 19 おうち道場杯

個人戦 A
コート 中学２年生の部 競技型：撃砕小

優　勝

準優勝

３　位

４　位

決 勝 戦

優　勝

準優勝

３　位

４　位

129 後藤　楽人 ごとう　がくと 14才 男 吉村道場 19 武奬館推薦

130 名取　　心 なとり　しん 14才 男 極真今井 19 北海道選抜

131 佐藤　佑星 さとう　ゆうせい 15才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

132 望月　龍人 もちづき　りゅうと 15才 士衛塾山梨 19 山梨推薦

133 高橋　洸成 たかはし　こうせい 15才 男 極真栃木 19 おうち道場杯

134 桑原　　憧 くわばら　しょう 15才 士衛塾総本部 18 おうち道場杯

個人戦 A
コート 中学３年生の部 競技型：撃砕小
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

140 吉武　　舞 よしたけ　まい 39才 女 極真阿崎 19 北東北選抜１位

141 日尾　雅美 ひお　まさみ 49才 吉村道場 19 武奬館推薦

142 木原　英勝 きはら　ひでかつ 44才 男 吉村道場 19 武奬館推薦

143 南　　智也 みなみ　ともや 42才 男 會士館 18 おうち道場杯

144 白江　　誠 しらえ　まこと 51才 男 極真安斎 18 おうち道場杯

145 楢山　秀明 ならやま　ひであき 68才 男 極真今井 19 北海道選抜

146 伊藤　龍吾 いとう　りゅうご 51才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

147 中村　仁実 なかむら　ひとみ 46才 士衛塾山梨 19 山梨推薦

148 若林　恵子 わかばやし　けいこ 42才 女 礼心會 19 礼心會推薦

149 竹内　正人 たけうち　まさと 43才 男 極真哥 19 おうち道場杯４位

150 玉虫　　亨 たまむし　とおる 41才 男 神武館 18 おうち道場杯１位

135 名取　大気 なとり　たいき 16才 男 極真今井 19 北海道選抜

136 高橋　　輝 たかはし　ひかる 15才 男 極真今井 19 北海道選抜

137 関口　幸佑 せきぐち　こうすけ 17才 男 極真今井 19 北海道選抜

138 紺野　北斗 こんの　ほくと 17才 男 神武館 18 おうち道場杯

139 金丸　優奈 かなまる　ゆうな 17才 女 士衛塾山梨 19 山梨推薦

個人戦 A
コート 高校生の部 競技型：観　空

個人戦 A
コート マスターの部 競技型：征遠鎮

優　勝

準優勝

３　位

４　位

決 勝 戦
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151 藤巻明日香 ふじまき　あすか 18才 女 士衛塾山梨 19 山梨推薦

152 細田　勇丞 ほそだ　ゆうすけ 31才 男 士衛塾山梨 19 山梨推薦

153 伊藤　帆南 いとう　ほなみ 25才 女 士衛塾山梨 19 山梨推薦

154 三ヶ島ゆか みかしま　ゆか 39才 女 礼心會 19 礼心會推薦

155 藤巻　美琴 ふじまき　みこと 20才 女 士衛塾山梨 18 山梨推薦

156 遠藤　富洋 えんどう　とみひろ 37才 男 神武館 19 おうち道場杯３位

157 柳　　武志 やなぎ　たけし 18才 男 士衛塾総本部 18 おうち道場杯１位 

158 伊藤　里紗 いとう　りさ 26才 女 士衛塾山梨 19 山梨推薦

159 久野　未希 ひさの　みき 20才 女 極真安斎 19 おうち道場杯

個人戦 A
コート 一般の部 競技型：観　空

優　勝

準優勝

３　位

４　位

決 勝 戦
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優　勝

準優勝

３　位

４　位

1 安斎ドルフィン 安齋　竜輝（小５） 安斎　　錬（小４） 千葉　翔太（小４）

2 ミルキークイン 大澤　海聖（小６） 高橋　來巳（小６） 中村　聖絆（小６）

3 安齋白虎 佐藤　悠貴（小６） 安斎　太陽（小６） 後藤　大翔（小４）

4 笹だんご 青柳　佑汰（小３） 渡辺　百優（小４） 西脇　成海（小４）

5 安斎エース 折笠　友哉（小６） 畑中　佑月（小５） 古川　陽弥（小４）

6 麒麟山 市川　恵大（小６） 小西　智貴（小６） 𠮷尾　晃大（小６）

7 フェニックス 三ヶ島なな（小３） 山崎　慈明（小４） 三ヶ島小夏（小６）

8 TEN（テン） 土屋　　絆（小５） 遠藤　優依（小５） 永井　　樹（小５）

9 安斎雷神 佐前　光一（小５） 桑原希乃羽（小４） 須藤　友汰（小３）

団体戦 B
コート 小学４年生〜６年生の部 競技型：平安Ⅳ

優　勝

準優勝

３　位

４　位

1 越後魂 佐藤　千裕（中１） 巻淵　元気（中１） 西山　柚月（中１）

2 ポンコツトリオ 三ヶ島　源（中２） 熊川　駿也（中１） 土田　健太（中１）

3 安斎ドルフィン 安斎　優翔（中２） 齋藤　陽向（中２） 鈴木　一葉（中１）

4 コシヒカリ タッシュマイケル城（中２） 大澤　寿馬（中２） 中村　釉捺（中２）

5 安斎風神 渡辺　大和（中２） 橋本　勝哉（中２） 岡部　円花（中１）

団体戦 A
コート 中学生の部 競技型：撃砕小

優　勝
1 女子会 金丸　優奈（高２） 藤巻明日香（大１） 藤巻　美琴（大２）

2 伊藤家の食卓 伊藤　帆南（一般） 伊藤　里紗（一般） 伊藤　龍吾（一般）

団体戦 A
コート 一般の部 競技型：撃砕大
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