
 

「「「「第第第第 11113333回アジア国際回アジア国際回アジア国際回アジア国際空手道選手権大会空手道選手権大会空手道選手権大会空手道選手権大会」」」」    

「第「第「第「第 1111 回チャレンジ空手交流試合」回チャレンジ空手交流試合」回チャレンジ空手交流試合」回チャレンジ空手交流試合」    

「「「「'18'18'18'18 夏季夏季夏季夏季 2222 ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」    

結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼    
 

今回も私共 WKKO 世界空手格闘技連盟及び国際 F.S.A 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。 

「第 13 回アジア国際空手道選手権大会」(参加資格:優勝,準優勝,3 位の入賞経験者)「第 1回チャ

レンジ空手交流試合」(参加資格:優勝,準優勝,3 位の入賞経験の無い選手)「'18 夏季 2ウェイシ

ステム空手道大会」(4 人制トーナメント全員表彰)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。 

今回も、全ての参加者及び関係者の皆様のご協力により、例年通り事故やトラブルも無くスムー

ズに大会の進行が行われました事をご報告と共に、御礼を申し上げます。 

今後も空手道による青少年の健全育成と武道空手道の地位向上の為に邁進する所存でございます。

また、より良い大会の開催を目指して大会実行委員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 2018 年 11 月 11 日(日曜日)『第 20 回拳真祭ワールド空手チャンピオンシップ』 

会場：港区スポーツセンター４F第１武道場を開催致します。(本年は国立代々木競技場がオリン

ピック耐震補強工事の為会場が変更されます) 

何卒、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。押忍。 

結手 

平成 30 年 8月吉日 

大会最高審判長    羽山 威行 

大会実行委員長   内田 和久 

大会副実行委員長  佐藤 真之 

大会運営委員長   末村  淳 

大会幹事長        羽山 將太 

大会副運営委員長  松下 昌之 

主催：WKKO 世界空手格闘技連盟 

共催：国際 F.S.A 拳真館空手道連盟 総本部 

日時：平成 30 年 7月 16 日(月祝･海の日) 

11:00AM 試合開始 

16:00PM 閉会式 

会場：江東区深川スポーツセンター3F メインアリーナ 

 

    

    



「「「「'18'18'18'18 夏季夏季夏季夏季 2222 ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」ウェイシステム空手道大会」    

    

■２ウェイシステム 幼年男女混合 
優勝  伊藤 涼(我円) 
準優勝 土屋瑞葵(総極真東京清水道場) 
第三位 澤口愛音(護心会) 
 
優勝  伊東亜美(総極真東京清水道場) 
準優勝 石井悠稀(勝空会) 
第三位 堀江将生(我円) 
 
■２ウェイシステム 小学 2 年男子 
優勝  山下琥太郎(総極真志優会府中道場) 
準優勝 三橋遼一(拳成塾) 
第三位 清 一翔(護心会) 橋本陽斗(交和会) 
 
優勝  中山 優(総極真東京清水道場) 
準優勝 吉井洸太(勝空会) 
第三位 坂本明生(空手維新) 
 
優勝  伊東篤志(総極真東京清水道場) 
準優勝 藤﨑公蔵(空手維新) 
第三位 天野僚太(総極真志優会町田小山道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 1･2 年女子 
優勝  渡邊梨紗(総極真志優会町田小山道場) 
準優勝 小嶋美桜(総極真志優会府中道場) 
第三位 岡村知咲(龍拳會青葉台支部) 
 
優勝  神原美雅(総極真志優会町田小山道場) 
準優勝 木藤 律(交和会) 
 
■２ウェイシステム 小学 3 年男子初級 
優勝  日下部櫂祐(総極真志優会はるひ野道場) 
準優勝 平石礼歩(総極真志優会稲城道場) 
第三位 凌 逸恒(拳気道会) 顧 謙心(護心会) 
 
優勝  門田暖飛(総極真志優会稲城道場) 
準優勝 保坂 幸(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 
第三位 西村宗一郎(拳気道会) 武部龍明(空手維新) 
 
優勝  田宮冬椰(総極真志優会町田小山道場) 
準優勝 清水望生(総極真志優会稲城道場) 
第三位 河合未来翔(人間空手道稲垣道場) 伊藤航志(護心会) 
 
■２ウェイシステム 小学 3年男子中上級 
優勝  柳田隼汰(総極真志優会稲城道場) 
準優勝 鈴木龍之介(龍拳會総本部) 
第三位 リオ クリスウェル(人間空手道稲垣道場) 奥村澪音(人間空手道稲垣道場) 
 
優勝  伊藤 優(我円) 
準優勝 川本裕貴(護心会) 
第三位 青山一久(人間空手道稲垣道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 3･4 年女子初級 
優勝  山下和夏(総極真志優会府中道場) 
準優勝 田宮心梛(総極真志優会町田小山道場) 
第三位 上妻李嘉(交和会) 
 



優勝  伊東奈美(総極真東京清水道場) 
準優勝 天野汐梨(総極真志優会町田小山道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 3･4 年女子中上級 
優勝  清水琳可(K-1GYM 総本部) 
準優勝 鈴木遥佳(交和会) 
第三位 伊藤澄佳(国際 FSA 拳真館 埼玉川口支部) 
 
■２ウェイシステム 小学 1 年男子 
優勝  高祖海都(空手維新) 
準優勝 山本 航(総極真志優会はるひ野道場) 
第三位 横山士恩(龍拳會青葉台支部) 上杉琉人(護心会) 
 
優勝  福嶋 旦(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 長谷部柾浩(龍拳會青葉台支部) 
第三位 河野友弦(総極真東京清水道場) 日色暁彦(護心会) 
 
優勝  齊藤蒼空(龍拳會青葉台支部) 
準優勝 杉 陽斗(空手維新) 
第三位 山本龍介(総極真東京清水道場) 水山煌惺(護心会) 
 
■２ウェイシステム 小学 4 年男子初級 
優勝  森 博正(総極真志優会はるひ野道場) 
準優勝 小沢斗和(総極真志優会稲城道場) 
第三位 岸 侑磨(龍拳會青葉台支部) 山田 怜(空手維新) 
 
優勝  田島佑樹(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 李 翹楚(空手維新) 
第三位 橋本尋斗(交和会) 
 
優勝  須田大馳(総極真志優会府中道場) 
準優勝 松倉影虎(龍拳會青葉台支部) 
第三位 神原英汰郎(総極真志優会町田小山道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 5 年男子 
優勝  仁平朔太朗(総極真志優会府中道場) 
準優勝 山本 純(総極真志優会はるひ野道場) 
第三位 今井 佑(人間空手道稲垣道場) 
 
優勝  國井拓斗(士道館 誠･立野道場) 
準優勝 鈴木湊人(総極真志優会稲城道場) 
第三位 大口裕規(総極真東京清水道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 6年男子初中級 
優勝  櫻井颯真(志雄会) 
準優勝 鎌田庚佑(士道館 誠･立野道場) 
第三位 河合一颯(人間空手道稲垣道場) 川本礼雄(人間空手道稲垣道場) 
 
■２ウェイシステム 小学 6年男子上級 
優勝  坂本駿斗(士道館 誠･立野道場) 
準優勝 澤田友真(我円) 
第三位 芦田 陽(人間空手道稲垣道場) 
 
優勝  岡本光治郎(空手維新) 
準優勝 福田聖和(人間空手道稲垣道場) 
 
 
 
 



■２ウェイシステム 小学 5･6 年女子初級 
優勝  高見萌々子(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 河村優里奈(宮野道場東京支部) 
第三位 吉岡美鈴(総極真志優会八王子道場) 
 
優勝  高見菜々子(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 伊藤結愛(我円) 
 
■２ウェイシステム 中学男子 60kg 未満 
優勝  井伊亮介(誠真会館清瀬道場) 
準優勝 工藤大和(交和会) 
第三位 渡部雅哉(総極真志優会町田小山道場) 小糸竜雅(誠真会館清瀬道場) 
 
■２ウェイシステム 中学女子 
優勝  中野 遥(勝空会) 
準優勝 青山 温(人間空手道稲垣道場) 
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■チャレンジ空手 小学 2 年男子初級 
優勝  廣木遼也(総極真東京清水道場) 
準優勝 佐々木開次(護心会) 
 
■チャレンジ空手 小学 2 年男子中上級 
優勝  川上智也(龍拳會青葉台支部) 
準優勝 須田浩平(護心会) 
 
■チャレンジ空手 小学 3 年男子中上級 
優勝  肥田ロマン(護心会) 
準優勝 梅田 葵(龍拳會青葉台支部) 
第三位 高祖陸磨(空手維新) 山田諒輔(空手維新) 
 
■チャレンジ空手 小学 4 年男子初級 
優勝  後藤悠義(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 
準優勝 桝田夏希(総極真志優会はるひ野道場) 
第三位 岡本嘉人(空手維新) 
 
■チャレンジ空手 小学 4 年男子中上級 
優勝  清水龍翔(K-1GYM 総本部) 
準優勝 松本 洸(人間空手道稲垣道場) 
第三位 岡田光陽(龍拳會青葉台支部) 石川 宙(護心会) 
 
■チャレンジ空手 小学 6 年男子初中級 
優勝  平井周蔵(K-1GYM 総本部) 
準優勝 髙橋橙矢(志雄会) 
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■小学 1年男子 
優勝  間瀬翔太(拳気道会) 
準優勝 三嶋雄介(蒼天塾東京道場) 
 
■小学 2年男女混合 
優勝  井上桜花香(総極真志優会町田小山道場) 
準優勝 足立大成(空手維新) 
 
 
 



■小学 3年男子 
優勝  高尾紅葉(己道塾辻道場) 
準優勝 佐藤 翔(K-1GYM 総本部) 
第三位 菊田将英(拳気道会) 奈良天平(己道塾辻道場) 
 
■小学 4年男子 
優勝  福嶋 司(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 葛生碧人(己道塾辻道場) 
第三位 鈴木 颯(総極真志優会稲城道場) 三輪丈瑠(総極真志優会稲城道場) 
 
■小学 3･4 年女子 
優勝  渡邊柚奈(総極真志優会町田小山道場) 
準優勝 三嶋 葵(蒼天塾東京道場) 
 
■小学 5年男子 
優勝  田代賢晟(極真会館浜井派 根本道場) 
準優勝 林田康之介(総極真志優会八王子道場) 
第三位 山田凌輔(龍拳會青葉台支部) 八木陽平(総極真志優会町田小山道場) 
 
■小学 6年男子 
優勝  中野雄斗(勝空会) 
準優勝 内田大器(総極真志優会町田小山道場) 
第三位 菊田隆世(拳気道会) 
 
■中学女子 
優勝  青木杏樹(総極真志優会八王子道場) 
準優勝 賈 荟馨(我円) 
 
■一般女子 重量級 
優勝  ヘイダリー紗良(拳気道会) 
準優勝 高野幸恵(誠真会館新座道場) 
 
■マスターズ男子 70kg 未満 
優勝  小林正弘(秀武会荒川サークル) 
準優勝 鳥越恒一(護心会) 
 
■一般男子 初級 70kg 未満 
優勝  平塚駿太(誠真会館清瀬道場) 
準優勝 仁田海大(誠真会館清瀬道場) 
第三位 平井満理(K-1GYM 総本部) 尾田貴文(武心会) 
 
■一般男子 上級 70kg 未満 
優勝  渡邉 颯(護心会) 
準優勝 杉浦真志(士道館 流山支部) 
 
■ケイオス防具付空手 幼年男子 
優勝  伊藤 諒(我円) 
準優勝 石井悠稀(勝空会) 
第三位 堀江将生(我円) 
 
■ケイオス防具付空手 小学 1･2 年男子 
優勝  高 廣新(国際 FSA 拳真館 埼玉川口支部) 
準優勝 加藤暖万(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 
第三位 草野天星(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 大庭清蔵(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 
 
■ケイオス防具付空手 小学 3･4 年男子 
優勝  吉澤岳玖(曲家道場 恵比寿支部) 
準優勝 久保井直貴(護心会) 
第三位 伊藤 優(我円) 後藤悠義(国際 FSA 拳真館 中野野方支部) 



 
■ケイオス防具付空手 小学 5 年男子 
優勝  佐々木 空海(勝空会) 
準優勝 久保井 和希(護心会) 
 
■ケイオス防具付空手 小学 6 年男子 
優勝  中野雄斗(勝空会) 
準優勝 澤田友真(我円) 
 
■ケイオス防具付空手 中学男子 
優勝  堀 陸斗(曲家道場 総本部) 
準優勝 久保井光太(護心会) 
第三位 梶原友也(K-1GYM 総本部) 猪瀬尚希(K-1GYM 総本部) 
 
■ケイオス防具付空手 中学女子 
優勝  中野 遥(勝空会) 
準優勝 賈 荟馨(我円) 
 
■ケイオス防具付空手 マスターズ 
優勝  葉貫貴志(志雄会) 
準優勝 小林正弘(秀武会 荒川サークル) 
 
■ケイオス防具付空手 一般男子 70kg 未満 
優勝  中村秀郷(曲家道場 岐阜支部) 
準優勝 日色統英(護心会) 
第三位 佐々木 純(曲家道場 恵比寿支部) 
 
■ケイオス防具付空手 一般男子 70kg 以上 
優勝  福島昌造(社医学ストライカーズ) 
準優勝 山本航一(拳成塾) 
 
■型 小学 1～2 年男女 
優勝  田中希海(勝空会) 
準優勝 杉 陽斗(空手維新) 
第三位 藤崎公蔵(空手維新) 木藤 律(交和会) 
 
■型 小学 3年男女 
優勝  山田諒輔(空手維新) 
準優勝 青木遥弥(空手維新) 
第三位 福富暖香(空手維新) 
 
■型 小学 4年男女 
優勝  下山千月(空手維新) 
準優勝 岡本嘉人(空手維新) 
第三位 李 翹楚(空手維新) 山田 怜(空手維新) 
 
■型 小学 5年男女 
優勝  佐々木空海(勝空会) 
準優勝 梅田莉奈(空手維新) 
第三位 南部剛志(空手維新) 福富 陽(空手維新) 
 
■型 小学 6年男子 
優勝  半田跳真(空手維新) 
準優勝 岡本光治郎(空手維新) 
 
■型 中学女子 
優勝  下山千海(空手維新) 
準優勝 中野 遥(勝空会) 
 


