
 

 

【’１１拳真祭】 

「第 8回オールジャパン Jr.ジュニア空手道選手権大会」 

「国際 F.S.A拳真館ワールド空手トーナメント 2011」 

「第 9回全日本ケイオス(CHAOS)セーフティー選手権大会」 

結果報告並びに大会参加の御礼 
 

 

今回も私共国際ＦＳＡ拳真館空手道連盟に多大なご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございました。 

「’11 拳真祭」「第 8 回オールジャパン Jr.ジュニア空手道選手権大会」「国際 F.S.A 拳真館ﾜｰﾙﾄﾞ空手トーナメ

ント 2011」「第９回全日本ケイオス(CHAOS)セーフティー選手権大会」は好評を博し、成功裡のうちに無事終了

致しました。ここに大会結果をご報告致します。 

私共も、大会の問題等につきましても何かと行き届かない点などあるかと存じますが、大会スタッフ一同努力

精進を重ねて参る所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻を賜ります様何卒宜しくお願い申し上げます。 

次回の大会は２０１２年４月(日曜日)に中央区総合スポーツセンターで開催を予定しております。今回の反省

をふまえ、次回より充実した大会となり、選手達が思う存分力を発揮出来るような大会にして参りたいと思ってお

ります。 

何卒、引き続きご協力、ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

まずは略儀ながら、書面をもってご挨拶申し上げます。 

結手 

平成 23年 9月吉日 

 

国際ＦＳＡ拳真館空手道連盟 総本部 

館長 羽山 威行 

大会実行委員長  内田 和久 

運営委員長  佐藤 真之 

 

 

主催 国際 FSA拳真館空手道連盟 総本部 

 

日時 平成２３年９月１９日(月･祝) 

11:00AM  試合開始 

18:00PM  閉会式  

 

場所 国立代々木競技場第二体育館 

 

 

 

 



「第８回オールジャパン Jr.ジュニア空手道選手権大会」 

 

幼年の部 

優勝 上村寛太(国際 FSA拳真館 総本部)  準優勝 高寺伊織(JFK守法会)  

三位 村田丈典(空手維新)  三位 町田宗一朗(空手維新) 

  

小学１年男子 初級 

優勝 柳瀬刀流(正道会館 埼玉東支部)  準優勝 小山優司(志優会) 

三位 長谷川晴大(空手維新)  三位 安田空司(正道会館 東京本部) 

  

小学１年男子 上級 

優勝 山本航生(西山道場)  準優勝 岡安倫(士道館 飯島道場) 

三位 井上琉葵(空手維新)  三位 小野涼駕(志優会) 

  

小学１年女子 

優勝 秋元菜那(正道会館 東京本部)  準優勝 中村紅音(国際 FSA拳真館 東久留米支部) 

三位  斉藤希(士道館 誠・立野道場) 

  

小学２年男子 初級 

優勝 小林将大(西山道場)   準優勝 関龍之亮(士道館 植野道場) 

三位 細山与夢ケンスリー(士道館 植野道場)   三位 田野優羅(正道会館 埼玉東支部) 

  

小学２年男子 上級 

優勝 星野力也(誠真会館 清瀬道場)   準優勝 関根大和(正道会館 東京本部) 

三位 小沼瑞祈(拳友会 土浦本部道場)   三位 細田蒼空(士道館 植野道場) 

  

小学２年女子 

優勝 吉見藍綺(志優会)   準優勝 小川空羽(国際 FSA拳真館 東久留米支部) 

三位 肥沼紗也香(士道館 植野道場)   三位 大木ひかる(国際 FSA拳真館 新小岩支部) 

 

小学３年男子 初級 

優勝 大谷晟剛(正道会館 埼玉東支部) 準優勝 小川凌雅(西山道場) 

三位 赤津優大(志優会)   三位 遠藤一牙(正道会館 埼玉東支部) 

 

小学３年男子 上級 

優勝 原田つばさ(志優会)   準優勝 森田永遠(正道会館 埼玉東支部) 

三位 櫻江穂高(志優会)   三位 森大樹(国際 FSA拳真館 東久留米支部) 

 

小学３･４年 女子 

優勝 小暮愛水里(園部道場)   準優勝 安田千桃(正道会館 東京本部) 

三位 吉村瞳子(空手道 高橋塾)   三位 佐々木琉羽(志優会)   

 

小学４年男子 初級 

優勝 清村一哉(正道会館 埼玉東支部)   準優勝 諸原雄哉(正道会館 埼玉東支部) 

三位 舘野嵐(正道会館 埼玉東支部)   三位 栗原悟(誠真会館 清瀬道場) 

 

小学４年男子 中級 

優勝 矢沢晴生(渡邊道場)  準優勝 毛塚勇希(正道会館 埼玉東支部) 

三位 伊澤竹善(闘麗会)  三位 大久保優太(士道館 飯島道場) 



 

小学４年男子 上級 

優勝 海老原功樹(拳友会 国際総本部)   準優勝 平澤優聖(士道館 植野道場) 

三位 池田大晟(志優会)    三位 秋元恵次(正道会館 埼玉東支部) 

 

小学５年男子 中級 

優勝 小川翼(国際ＦＳＡ拳真館 東久留米支部)  準優勝 菊池利久(闘麗会) 

三位 村田侑也(空手維新)  三位 長野将大(志優会) 

 

小学５年男子 上級 

優勝 加藤瑠(国際 FSA拳真館 総本部)   準優勝 松田拓真(闘麗会) 

三位 松田一真(闘麗会)   三位 佐藤豪海(西山道場) 

 

小学５･６年女子 

優勝 櫻江遥(志優会)   準優勝 永内結菜(士道館 ひばりヶ丘道場) 

三位 酒井乃碧(正拳会)   三位 高橋明菜(拳友会 国際総本部) 

 

小学６年男子 中級 

優勝 小幡航生(国際 FSA拳真館 総本部)   準優勝 長野剛大(西山道場) 

三位 金子刀麻(正道会館 埼玉東支部)   三位 岡部芳徹(極真 小笠原道場) 

  

小学６年男子 上級 

優勝 豊田太輝(西山道場)    準優勝 川畑心(西山道場) 

三位 倉島悠太(正道会館 埼玉東支部)   三位 秋山智(正道会館 埼玉東支部) 

 

中学男子 軽量級（５０kg未満） 

優勝 松崎虎ノ介（国際 FSA拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部）  準優勝 細田海翔(士道館 植野道場) 

三位 池田凌斗(志優会)  三位 土屋拓海（志優会） 

 

中学男子 中・重量級（５０kg以上） 

優勝 古木誠也(空真会)   準優勝 深井大道(国際ＦＳＡ拳真館 新小岩支部) 

三位 速水大輝(星和会館)  三位 前川太輝(拳友会 国際総本部) 

 

高校男子 無差別級 

優勝 仲上龍馬(極真会館 坂本道場)   準優勝 大石昌輝(星和会館) 

三位 松村裕希(士道館 武友道場)   三位 佐藤大海(西山道場)  

 

「国際 F.S.A拳真館ワールド空手トーナメント２０１1」 

 

一般女子 軽量級 

優勝 菊川結衣(西山道場)  準優勝 熊谷亜美(西山道場）  

三位 小泉友美(士道館 飯島道場） 三位 ラザレスク・コリナ(士道館 士魂村上塾） 

 

一般女子 重量級 

優勝 谷岡美希(国際 FSA拳真館 総本部）  準優勝 田村美咲(士道館 飯島道場） 

三位 稲川美沙(正拳会）  ３位 ロヤ･アサディ(国際ＦＳＡ拳真館イラン支部） 

 

マスターズの部 無差別級 

優勝 石井喜一(極真飛鳥会）  準優勝 小林正弘(秀武会） 



三位 松本啓司(国際ＦＳＡ拳真館 埼玉草加支部）  三位 酒井邦彦(誠真会館 清瀬道場） 

 

初級 一般色帯軽中量級（７０kg未満） 

優勝 永島佑太郎(西山道場）  準優勝 天野進太郎(士道館 飯島道場） 

三位 川田佑介(虎鉄会）  三位 田中邦治(極真 小笠原道場） 

 

初級 一般色帯重量級（７０kg超級） 

優勝 田中淳(西山道場）  準優勝 石田宗弘(空手倶楽部 友和会） 

三位 新井誠(士道館 飯島道場） 

 

中級 一般色帯無差別級 

優勝 松浦功(国際 FSA拳真館 総本部）  準優勝 大澤拓也(国際ＦＳＡ拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部） 

三位 久冨貴裕(西山道場）  三位 三輪秀明(西山道場） 

 

上級 一般軽中量級（７０ｋｇ未満） 

優勝 飛田隆行(極真飛鳥会）  準優勝 辻和久(星和会館） 

 

上級 一般重量級（７０ｋｇ超級） 

優勝 速水良憲(星和会館）  準優勝 西山鋼(西山道場） 

三位 遠藤啓峰(志優会）  三位 大久保直輝(士道館 飯島道場） 

 

「第 9回全日本ケイオス(CHAOS)セーフティー選手権大会」 

 

ケイオスセーフティー 一般男子の部(α) 

優勝 松本啓司（国際 FSA拳真館 埼玉草加支部）  準優勝 中村秀郷(曲家道場) 

三位 阿部健寿(フリー)  ３位 井手口太基(国際ＦＳＡ拳真館 埼玉川口支部) 

 

ケイオスセーフティー 一般女子の部(β) 

優勝 萩原直美(拳友会 国際総本部)  準優勝 中山愛(拳友会 国際総本部) 

３位 小笹美幸(拳友会 国際総本部) 

 

ケイオスセーフティー 幼年･小学 1年 

優勝 河守航輝(国際 FSA拳真館 東久留米支部)   準優勝 上村寛太(国際 FSA拳真館 総本部) 

三位 山本葵(拳友会 国際総本部)  三位 髙柳諒(拳友会 国際総本部) 

  

ケイオスセーフティー 小学 2年 

優勝 小沼瑞祈(拳友会 土浦本部道場)   準優勝 高橋堅(光塾) 

三位 鈴木颯太(拳友会 国際総本部)  三位 萩原武(拳友会 国際総本部) 

 

ケイオスセーフティー 小学 3･4年 

優勝 室田拓海(拳友会 国際総本部)   準優勝 小島瞬(光塾) 

三位 岩窪奏汰(国際 FSA拳真館 総本部) 三位 小笹望葵(拳友会 国際総本部) 

  

ケイオスセーフティー 小学 5･6年 

優勝 皆川遼太朗(拳友会 土浦本部道場)  準優勝 木之内星矢(拳友会 国際総本部) 

三位 前川沙弥香(拳友会 国際総本部)  三位 古殿涼(光塾) 

 

ケイオスセーフティー 中学男子の部 

優勝 深井大道(国際ＦＳＡ拳真館 新小岩支部)  準優勝 前川太輝(拳友会 国際総本部)  



三位 松﨑虎ノ介(国際ＦＳＡ拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部) 

 


