
IBKO第12回全日本空手道選手権大会【型】　結果
※上位4名（チーム）は、2021年11月23日（火祝）開催されるワールドカップの出場権を獲得しました。
　小学4年、中学女子、中学男子、マスター女子、シニア男子、DUO小学生、DUO中学生、団体戦小学生、団体戦中学生
　繰上げ権利獲得者（チーム)がいます。詳細は採点表を参照して下さい。
※各階級表彰者（チーム）は、ピンクに色付けされています。

【個人戦】

階級

小学1年生 和工田　樹希 極真下町金町 佐藤　優心 極真東京佐藤 野﨑　陽介 極真福井 澤田　柊真 極真福井

小学2年生 青山　泰士 極真礼心會 大谷　楓真 極真礼心會 新矢　羽空丸 極真下町金町 山崎　詩月 尚道館

小学3年生 多良間　信公 極真下町金町 佐藤　愛里 極真東京佐藤 野﨑　優那 極真福井 澤田　慶真 極真福井

三ヶ島　なな（女子） 極真礼心會 和工田　笑莉（女子） 極真下町金町 小関　優心（男子） 極真下町金町 渡辺　桜貴（男子） 極真神奈川秦野

田辺　一颯（男子） 極真福井 加古　翔稀（男子） 極真下町金町 石岡　優音（女子） 志成館 柴崎　心希（女子） 極真神奈川秦野

小学5年生女子 澤田　莉奈 極真東京佐藤 西元　花果 極真東京佐藤 中平　葵 極真東京佐藤 新田　彩姫 極真城西方南

小学5年生男子 菊池　杏弥 極真神奈川港北 川村　慶太 極真城西方南 京谷　恵太朗 武奨館吉村 前田　湊和 極真神奈川港北

小学6年生女子 野﨑　彩那 極真福井 古林　沙羅 MAC本部 明城　結朱 極真福井 有澤　琉衣 武奨館吉村

小学6年生男子 今村　大楽 極真埼玉木村 与那嶺　太翔 極真神奈川座間 和工田　凌駕 極真下町金町 畑山　立輝 極真城西方南

若林　結(中2) 極真礼心會 三ヶ島　小夏(中1) 極真礼心會 江川　さや香(中3) 極真神奈川港北 中田　杷奈(中2) 武奨館吉村

岡部　円花(中2) 極真福島安斎

田中　佑昌(中3) 極真福井 大久保　海晴(中3) 極真福井 三ヶ島　源(中3) 極真礼心會 山中　一成(中1) 極真東京佐藤

佐藤　慶心(中1) 極真東京佐藤 三宅　蕾庵(中1) 極真石川中島 吉田　健人(中2) 極真東京佐藤

日尾　雅美(シニア) 武奨館吉村 仲栄真　良子 極真横浜田中 岡　悦美 極真横浜田中 田丸　麻菜美 極真横浜田中

小野　美紀(シニア) 極真礼心會 前田　明子(シニア) 極真礼心會 宇田川　佐和子
(シニア)

極真礼心會

一般女子 井上　理緒 尚道館 脇田　優泉 極真礼心會 前田　ののか 極真神奈川港北 脇田　莉湖 極真礼心會

加川　岳彦 MAC湘南 荒　淳平 極真横浜田中 藤崎　茂樹（Gｼﾆｱ) 極真下町金町 楢山　秀明（Gｼﾆｱ) 極真北海道今井

黒澤　光一（Gｼﾆｱ) 極真東京城南川端 門田　靜明（Gｼﾆｱ) 極真東京城南川端

マスター男子 羽田　哲也 極真横浜田中 山田　英二 極真福井 栗原　啓二 MAC東京江戸川 佐藤　朋和 極真東京佐藤

一般男子 宇津木　耀祐 極真東京佐藤 浜尾　友都 極真千葉五常中川 坂田　智紀 極真千葉五常中川 後藤　楽人 武奨館吉村

【DUO】

階級

極真坂本福井 極真坂本福井 極真下町金町 極真礼心會

山野　世救人（小4） 野﨑　優那（小3） 加古　琴心（小6） 計良　あゐる（小4）

田辺　一颯（小4） 澤田　慶真（小3） 加古　翔稀（小4） 大谷　千冬（小5）

極真東京佐藤

澤田　莉奈（小5）

佐藤　愛里（小3）

極真坂本福井 極真東京佐藤 尚道館 武奨館

田中　佑昌（中3） 佐藤　慶心（中1） 笹倉　優緋（中2） 後藤　ななみ（中2）

大久保　海晴（中3） 山中　一成（中1） 前川　久美子（中2） 中田　把奈（中2）

極真礼心會

若林　結（中2）

岩切　花蓮（中2）

極真下町金町 極真東京佐藤 極真千葉五常中川 極真東京佐藤

田中　亨 清水　銘子（高2） 浜尾　友都 宇津木　耀祐

武島　哲平（中1） 清水　皓大（中3） 坂田　智紀 箕浦　柊太

G.N.Y.T 宇津箕ペア

小学生の部
※下段：権利繰上獲得

R-1

中学生の部
※下段：権利繰上獲得

チームYK

新生ノー・リミット

ウメーズ

武奨ファースト
BROWN ONE Ｋ&Ｙ
※2021年一般の部

クラスメイト

一般の部 金町道場 SHIMI’ｓ

2020/10/3　横浜武道館

4位優勝 準優勝 3位

小学4年生
※下段：権利繰上獲得

中学生女子
※下段：権利繰上獲得

4位

SEKUTO＆IBUKI 優那と慶真
Spiritz

※2021年中学の部

中学生男子
※下段：権利繰上獲得

マスター女子
※下段：権利繰上獲得

シニア男子
※下段：権利繰上獲得

優勝 準優勝 3位
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【団体戦】

階級

極真下町金町 極真下町金町 極真下町金町 極真東京佐藤

佐藤　秋哉（小3） 山本　貫太（小6） 佐藤　海璃（小5） 澤田　莉奈（小5）

和エ田　笑莉（小4） 和エ田　凌駕（小6） 小関　優心（小4） 中平　葵（小5）

加古　翔稀（小4） 加古　琴心（小6） 松本　成己（小6） 鬮目　佑真（小5）

極真坂本福井 和塾

野﨑　優那（小3） 本谷　澪百菜（小5）

山本　英汰（小3） 内山　愛理（小5）

澤田　慶真（小3） 岡川　恵士（小4）

極真福島安斎 極真礼心會 和塾 極真神奈川秦野

岡部　円花（中2） 大川　実莉（中2） 本谷　颯也斗（中2） 柴崎　慎之助（中2）

渡辺　大和（中3） 若林　結（中2） 岡川　紘大（中2） 宇佐美　怜生（小6）

橋本　勝哉（中3） 岩切　花蓮（中2） 梅澤　尚暉（中2） 柴崎　心希（小4）

極真礼心會

三ヶ島　小夏（中1）

脇田　海音（中2）

永島　彩音（中1）

マリー空手クラブ マリー空手クラブ

杉村　広幸 寺本　航大（高1）

伴　奈純 浅野　悠介（中3）

坂口　巧 五藤　大誠（中2）

4位

1位とるぞ
金町道場

激流
※2021年中学の部

金町道場三人組
※2021年中学の部

ROM

優勝 準優勝 3位

Be as One

秦野トリプルS
安斎風神

※2021年一般の部
礼心會無敵

背水の陣
※2021年一般の部

小学生の部
※下段：権利繰上獲得

空手だいすキッズ ちびっこチーム

中学生の部
※下段：権利繰上獲得

一般の部
マリー

シャトウブリアン
マリー

上きの子（胞子）


