『’18 拳真祭』ワールド空手グランプリ
拳真祭』ワールド空手グランプリ 2018
全日本 Jr.ジュニア空手道選手権大会
Jr.ジュニア空手道選手権大会 2018
結果報告並びに大会参加の御礼
押忍
今回も私共国際 F.S.A 拳真館空手道連盟及び世界 F.S.A 空手格闘技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。
『’18 拳真祭』ワールド空手グランプリ 2018＆全日本 Jr.ジュニア空手道選手権大会 2018 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。
皆様のご参加ご協力頂きました事を心から感謝すると共に深く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 2019 年 3 月 31 日(日曜日)『東京都空手道選手権大会 2019(港区青少年健全育成・２
ウェイシステム全員表彰)』会場：港区スポーツセンター第 1 武道場、第 2 武道場を開催致します。
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。
結手
平成 30 年 11 月吉日
大会最高審判長 羽山 威行
大会審判長

内田 和久

大会実行委員長 佐藤 真之
大会運営委員長 末村
大会幹事長

主催：国際 F.S.A 拳真館空手道連盟 総本部
共催：世界 F.S.A 空手格闘技連盟
日時：平成 30 年 11 月 11 日(日)
10:20AM 試合開始
18:30PM 閉会式
会場：港区スポーツセンター 第 1 武道場
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『’18 拳真祭』ワールド空手グランプリ 2018＆全日本
2018＆全日本 Jr.ジュニア
Jr.ジュニア空手
ジュニア空手道
空手道選手権大会 2018
■型 小学 1･2 年男女
優勝 田中希海(勝空会)
準優勝 中島龍之介(蒼天塾)
第三位 佐々木湊生(拳摯会)
第三位 吉井洸太(勝空会)
■型 小学 3･4 年男女
優勝 片野愛奈(士道館 植野道場)
準優勝 下山千月(空手維新)
第三位 中嶋 活(我円)
第三位 北島颯人(龍拳会 青葉台支部)
■型 小学 5 年男女
優勝 大塚菜々夏(アダチアクションアカデミー) 準優勝 佐々木空海(勝空会)
第三位 梅田莉奈(空手維新)
■型 中学男女
優勝 下山千海(空手維新)
準優勝 笹田聖純(士道館 流山支部)
第三位 片野郁奈(士道館 植野道場)
第三位 ベルース･ヤゴー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■型 一般女子
優勝 坂本道子(上智大学空手道部)

準優勝 グラズノバ･アリーナ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)

■型 マスターズ
優勝 アレクセイ･ヤフレモブ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
準優勝 シトニコフ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■型 一般男子
優勝 堀 健太(上智大学空手道部)
準優勝 山鹿貴史(絃心会/八洲学園大学)
第三位 臼井友也(上智大学空手道部)
第三位 島巻亮佑(上智大学空手道部)
■２ウェイシステム 年中の部
優勝 髙原祷真(蒼天塾)
準優勝 石井悠稀(勝空会)
■２ウェイシステム 年長の部
優勝 髙松荘至(孝真会)
準優勝 矢野一眞(勝空会)
第三位 関根博文(我円)
第三位 王 芃皓(我円)
■２ウェイシステム 小学 1 年男子
優勝 加藤慎之助(国際 FSA 拳真館杉並支部)
準優勝 北島瑛人(龍拳会 青葉台支部)
第三位 杉 陽斗(空手維新)
第三位 伊藤 駿(総極真志優会 はるひ野道場)
優勝 久米遥珂(総極真志優会 はるひ野道場)
準優勝 李 俊彦(空手維新)
第三位 渡辺琥太朗(蒼天塾)
第三位 平石怜偉(総極真志優会 稲城道場)
優勝 小川大遥(龍拳会 青葉台支部)
準優勝 田邉誠人(総極真志優会 はるひ野道場)
第三位 朽木泰永(総極真志優会 稲城道場)
第三位 中 颯馬(国際 FSA 拳真館杉並支部)
優勝 河野友弦(総極真東京清水道場)
準優勝 福嶋 旦(総極真志優会 八王子道場)
第三位 荻原颯希(瀧心館)
第三位 刈田湊人(拳成塾)
優勝 髙橋瑛汰(蒼天塾)
準優勝 山本龍介(総極真東京清水道場)
第三位 福田陽大(龍拳会 青葉台支部)
優勝 新堀耀大(拳成塾)
第三位 後藤玄侍(孝真会)

準優勝 三瓶陽大(総極真志優会 狭間道場)

■２ウェイシステム 小学 2 年男子
優勝 天野僚太(総極真志優会 町田小山道場)
準優勝 吉松史雅(拳摯会)
第三位 坂本明生(空手維新)
第三位 中戸川煌輝(蒼天塾)
優勝 木田琥太朗(蒼天塾)
準優勝 藤本陽路(孝真会)
第三位 齊藤孝誠(総極真志優会 稲城道場)
第三位 古市橙和(拳摯会)
優勝 益田想獅(蒼天塾)
準優勝 松木雄大(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 飯尾丈介(拳気道会)
第三位 中山 優(総極真東京清水道場)
優勝 児玉龍星(龍拳会 青葉台支部)
準優勝 下地 翼(我円)
第三位 高木蒼大(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 三橋遼一(拳成塾)
優勝 佐々木湊生(拳摯会)
準優勝 櫻井 仁(孝真会)
第三位 賈 楽行(龍拳会総本部)
第三位 小泉風真(総極真志優会 八王子道場)
優勝 高 廣新(国際 FSA 拳真館埼玉川口支部)
第三位 髙橋陸隼(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 岡村知咲(龍拳会 青葉台支部)
第三位 柴崎麗奈(闘麗会)

準優勝 小薗江文太(拳成塾)

準優勝 神原美雅(総極真志優会 町田小山道場)

優勝 渡邉莉愛(総極真志優会 稲城道場)

準優勝 車 詩瑛(国際 FSA 拳真館埼玉川口支部)

■２ウェイシステム 小学 3 年男子初級
優勝 田宮冬椰(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 清水望生(総極真志優会 稲城道場)
優勝 門田暖飛(総極真志優会 稲城道場)
第三位 李 明翰(我円)

準優勝 髙橋千尋(K-1GYM 総本部)

準優勝 青木遥弥(空手維新)

■２ウェイシステム 小学 3 年男子中上級
優勝 佐藤颯斗(空手維新)
準優勝 鈴木龍之介(龍拳会総本部)
第三位 鮎澤一敬(護心会)
■２ウェイシステム 小学 4 年男子初級
優勝 池田佳生(総極真志優会 町田小山道場)
準優勝 田中利旺(総極真東京清水道場)
第三位 九頭見圭佑(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 鎌田 漣(誠･立野道場)
優勝 松倉影虎(龍拳会 青葉台支部)
準優勝 田島佑樹(総極真志優会 八王子道場)
第三位 神原英汰郎(総極真志優会 町田小山道場) 第三位 細野翔瑠(総極真志優会 町田小山道場)
優勝 桑田 将(国際 FSA 拳真館杉並支部)
準優勝 伊田誠貴(士道館 流山支部)
第三位 髙橋宋太(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 吉見俊介(総極真志優会 八王子道場)
■２ウェイシステム 小学 4 年男子中上級
優勝 李 翹楚(空手維新)
準優勝 岸 侑磨(龍拳会 青葉台支部)
■２ウェイシステム 小学 3･4 年女子初級
優勝 田宮心梛(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 清川 いろは(闘麗会)
優勝 加納花美(闘麗会)

準優勝 小泉心音(総極真志優会 八王子道場)

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 新堀紗菜(拳成塾)
準優勝 田山藤野(龍拳会 青葉台支部)
第三位 大久保紗良(武優会)
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 5 年男子初中級
優勝 吉田瑚虎(空手維新)
準優勝 大久保涼吾(武優会)
第三位 大口裕規(総極真東京清水道場)
優勝 森 海斗(空手維新)
準優勝 荻原陽晶(瀧心館)
第三位 千島康生(総極真志優会 府中道場)
■２ウェイシステム 小学 5 年男子上級
優勝 國井拓斗(誠･立野道場)
準優勝 神本 ｶﾞｰﾃﾞｨﾅｰﾘ海昂(武優会)
■２ウェイシステム 小学 6 年男子初中級
優勝 平井周蔵(K-1GYM 総本部)
準優勝 高木颯翔(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 饗場柊吾(誠･立野道場)
優勝 児玉悠馬(勝空会)

準優勝 鎌田庚佑(誠・立野道場)

■２ウェイシステム 小学 6 年男子上級
優勝 石川真悠(拳摯会)
準優勝 坂本駿斗(誠・立野道場)
第三位 木村聡太(孝真会)
■２ウェイシステム 小学 5･6 年女子初級
優勝 前田花音(総極真志優会 八王子道場)
準優勝 八城桃子(総極真志優会 国立立川道場)
第三位 米満文音(総極真志優会 国立立川道場)
第三位 高見菜々子(総極真志優会 八王子道場)
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 堀尾茉生(総極真志優会 国立立川道場)
■２ウェイシステム 中学男子 50kg 未満
優勝 栗原大輝(龍拳会総本部)
準優勝 松下 光(レッツフィットネスジム孝拳会)
■２ウェイシステム 中学女子
優勝 野呂香織(拳摯会)
準優勝 中村紅音(国際 FSA 拳真館東久留米支部)
第三位 水上七泉(拳摯会)
第三位 田中美利亜(総極真東京清水道場)
■フルコンタクト空手 幼年クラス男女混合
優勝 五味田真(総極真志優会 稲城道場)
準優勝 木田蒼祐(蒼天塾)
■フルコンタクト空手 小学 1 年男子
優勝 大井鼓哲太(龍拳会総本部)
準優勝 間瀬翔太(拳気道会)
第三位 水山煌惺(護心会)
第三位 髙原浩久(蒼天塾)
■フルコンタクト空手 小学 1 年女子
優勝 石﨑美陽(拳気道会)
準優勝 渡邊梨紗(総極真志優会 町田小山道場)
■フルコンタクト空手 小学 2 年男女 初級
優勝 臼井竣音(総極真志優会 町田小山道場)
準優勝 渡部綾奈(総極真志優会 はるひ野道場)
第三位 鈴木勝巳(拳気道会)
第三位 佐々木開次(護心会)
■フルコンタクト空手 小学 2 年男女 中上級
優勝 井上桜花香(総極真志優会 町田小山道場)
準優勝 北村秀斗(蒼天塾)
第三位 足立大成(空手維新)
第三位 須田浩平(護心会)

■フルコンタクト空手 小学 3 年男子 初級
優勝 原品瑞帆(拳気道会)
準優勝 笠原結生(拳気道会)
第三位 菊池煌誠(拳気道会)
第三位 西 有征(拳気道会)
■フルコンタクト空手 小学 3 年男子 中上級
優勝 萬屋瑠偉(孝真会)
準優勝 佐藤 翔(K-1GYM 総本部)
第三位 吉澤岳玖(曲家道場 恵比寿支部)
第三位 北島颯人(龍拳会 青葉台支部)
■フルコンタクト空手 小学 3 年女子
優勝 内田花憐(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 清水琳可(K-1GYM 総本部)

準優勝 片野愛奈(士道館 植野道場)

■フルコンタクト空手 小学 4 年男子 初級
優勝 三輪丈瑠(総極真志優会 稲城道場)
準優勝 鈴木 颯(総極真志優会 稲城道場)
第三位 小沢斗和(総極真志優会 稲城道場)
第三位 青天目陽向(勇思館)
■フルコンタクト空手 小学 4 年男子 中上級
優勝 福嶋司(総極真志優会 八王子道場) 準優勝 クラマー･ドミトリー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 後藤悠義(国際 FSA 拳真館中野野方支部)
第三位 中嶋 活(我円)
■フルコンタクト空手 小学 4 年女子
優勝 石﨑莉子(拳気道会)
準優勝 渡邊柚奈(総極真志優会 町田小山道場)
■フルコンタクト空手 小学 5 年男子 初中級
優勝 八牟禮来輝(総極真志優会 稲城道場)
準優勝 清野朔矢(総極真志優会 町田小山道場)
第三位 金井優多朗(拳気道会)
第三位 吉田晟夏(総極真志優会 稲城道場)
■フルコンタクト空手 小学 5 年男子 上級
優勝 田代賢晟(極真会館浜井派 根本道場)

準優勝 竹田圭汰(孝真会)

■フルコンタクト空手 小学 5 年女子
優勝 鈴木蒼菜(鈴木塾)
準優勝 長谷川桃子(護心会)
第三位 岡田杏那(孝真会)
■フルコンタクト空手 小学 6 年男子 上級
優勝 栗原翔吾(闘麗会)
準優勝 萬屋瑠夏(孝真会)
第三位 髙原契斗(蒼天塾)
第三位 内田大器(総極真志優会 町田小山道場)
■フルコンタクト空手 小学 6 年女子
優勝 鳥越花音(護心会)
準優勝 柏木利愛(蒼天塾)
■フルコンタクト空手 中学女子
優勝 グラズノバ･アリーナ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 富田陽向(闘麗会)

準優勝 片野郁奈(士道館 植野道場)

■フルコンタクト空手 中学男子軽量級 50kg 未満
優勝 橋倉 蓮(総極真志優会 八王子道場)
準優勝 遠藤龍平(拳成塾)
第三位 富田陽斗(闘麗会)
■フルコンタクト空手 中学男子重量級 50kg 以上
優勝 ベルース･ヤゴー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)

準優勝 柴﨑陸斗(闘麗会)

■フルコンタクト空手 高校男子 軽量級 60kg 未満
優勝 土屋祐海(総極真志優会 八王子道場)
準優勝 髙原澪良(蒼天塾)

■フルコンタクト空手 マスターズ 70kg 未満
優勝 海鋒智之(龍拳会総本部)
準優勝 小林 格(護心会)
第三位 シトニコフ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 川上智昭(誠・立野道場)
■フルコンタクト空手 初級 一般男子 70kg 未満
優勝 森 正樹(空手維新)
準優勝 平井満理(K-1GYM 総本部)
第三位 黒岩一喜(武優会)
■フルコンタクト空手 一般女子
優勝 小西由紀(龍拳会総本部)
準優勝 グラズノバ･アリーナ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■フルコンタクト空手 上級 一般男子 70kg 未満
優勝 水谷秀樹(空手維新)
準優勝 渡邉 颯(護心会)
第三位 杉浦真志(士道館 流山支部)
■フルコンタクト空手 上級 一般男子 70kg 以上
優勝 小西克典(国際 FSA 拳真館総本部)
準優勝 アレクセイ･ヤフレモブ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■防具付空手 年中の部
優勝 石井悠稀(勝空会)
第三位 髙原祷真(蒼天塾)

準優勝 木田蒼祐(蒼天塾)

■防具付空手 年長の部
優勝 関根博文(我円)
準優勝 王 芃皓(我円)
第三位 矢野一眞(勝空会)
■防具付空手 小学 1 年男子
優勝 髙原浩久(蒼天塾)
準優勝 新堀耀大(拳成塾)
第三位 越智祐歩(勝空会)
■防具付空手 小学 2 年男子
優勝 高 廣新(国際 FSA 拳真館埼玉川口支部)
準優勝 吉井洸太(勝空会)
第三位 木田琥太朗(蒼天塾)
第三位 北村秀斗(蒼天塾)
■防具付空手 小学 3 年男子
優勝 木下剛志(曲家道場 恵比寿支部)
準優勝 吉澤岳玖(曲家道場 恵比寿支部)
第三位 李 明翰(我円)
第三位 向田 哲(拳成塾)
■防具付空手 小学 4･5 年男子
優勝 佐々木空海(勝空会)
準優勝 クラマー･ドミトリー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 松﨑康太(拳成塾)
第三位 後藤悠義(国際 FSA 拳真館中野野方支部)
■防具付空手 小学 6 年男子
優勝 櫻井颯真(志雄会)
準優勝 髙原契斗(蒼天塾)
第三位 髙野克己(梁山泊空手道連合)
■防具付空手 小学 5･6 年女子
優勝 鈴木蒼菜(鈴木塾)
準優勝 柏木利愛(蒼天塾)
■防具付空手 中学男子
優勝 ベルース･ヤゴー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
準優勝 遠藤龍平(拳成塾)
第三位 猪瀬尚希(K-1GYM 総本部)
第三位 山本望夢(拳成塾)
■防具付空手 マスターズ 70kg 未満
優勝 シトニコフ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)

準優勝 竹村元一郎(拳成塾)

■防具付空手 マスターズ 70kg 以上
優勝 アレクセイ･ヤフレモブ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)

準優勝 葉貫貴志(志雄会)

■防具付空手 一般男子 70kg 未満
優勝 牧野祐樹(護心会)
準優勝 松下勝政(拳成塾)
第三位 島巻亮佑(上智大学空手道部)
第三位 佐藤亮輔(上智大学空手道部)
■防具付空手 一般男子 70kg 以上
優勝 デュドコ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
準優勝 トロシュコフ･ドミトリー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 西田有歩(国際 FSA 拳真館総本部) 第三位 ポペロ･アレクセイ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■グローブ空手 60kg 未満
優勝 森 正樹(空手維新)
準優勝 小澤真明(護心会)
第三位 矢口昂一(上智大学空手道部)
■グローブ空手 70kg 未満
優勝 シュビン･セミオン(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 中島 均(志雄会)
■グローブ空手 75kg 未満
優勝 臼井友也(上智大学空手道部)

準優勝 日色統英(護心会)

準優勝 阿部健寿(フリー)

■グローブ空手 75kg 以上
優勝 トロシュコフ･ドミトリー(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
準優勝 ポペロ･アレクセイ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 デュドコ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
■総合格闘技ミドル級 70kg 未満
優勝 水谷秀樹(空手維新)
準優勝 シュビン･セミオン(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 大長陽二郎(護心会)
■総合格闘技ヘビー級 70kg 以上
優勝 デュドコ･オレグ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
準優勝 ポペロ･アレクセイ(国際 FSA 拳真館ロシア支部)
第三位 小西克典(国際 FSA 拳真館総本部)

