
日時：令和4年12月18日（日）
会場：岡崎中央総合公園総合体育館　メインアリーナ  
主催：日本実戦空手道 七州会

初心の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

年中(男女混合)軽量 日下部 音陽(七州会) 小林 桜大(桜塾) 吉岡 ラファエル 柊(七州会) 武藤 光生(桜塾)

年中(男女混合)重量 天野 瑛心(七州会) 福岡 楓清(七州会) 金光 陽大(空會館) 本多 南翔(世界闘英館)

年長(男女混合)軽量 平川 蒼大(七州会) 児玉 龍樹(桜塾) 宮地 琉生(輪道会) 松谷 茉歩(七州会)

年長(男女混合)重量 池田 隼基(七州会) 大内 杏珠(空會館) 黒野 友孝(修士館知多) 木澤 玲奈(七州会)

小学1年生 男子軽量 上西 輝季(七州会) 原田 凱斗(七州会) 䦰目 倫太郎(桜塾) 水上 慎太(七州会)

小学1年生 男子重量 杉山 翔歩(桜塾) 矢野 勇虎(七州会) 小出 翔貴(桜塾) 奥田 錦生(神谷塾)

小学2年生 男子軽量 加藤 翔太朗(七州会) 水上 瑛翔(七州会) 西浦 碧生(桜塾) 松谷 颯真(七州会)

小学2年生 男子重量 高橋 夢亜(桜塾) 岩附 玲来(空會館) 松林 義晃(七州会) 藤木 快成(七州会)

小学3年生 男子軽量 大内 新太(空會館) 廣瀬 夢徠(真樹愛知竹町) 市川 葵都(桜塾) 杉浦 春人(ナゴヤ空手クラブ)

小学3年生 男子重量 加藤 慶悟(七州会) 原田 陽斗(七州会) 高橋 恵太(修士館知多) 新美 大地(七州会)

小学4年生 男子 ミヤザト ロメロ グスタボ(世界闘英館) 三宅 莉斗(空會館) 山﨑 哲平(七州会) 宮原 崚(桜塾)

小学5年生 男子 岩瀬 爽羽(七州会) 横井 佑成(空武會)

小学6年生 男子 渡邊 僚(桜塾)

中学生　男子 原田 翔(空會館) 梅村 昊頌(桜塾)

小学1年生 女子 橋野 月希(正樹道場) 青山 桜希(空會館)

小学2年生 女子 横尾 潤(空會館) 山下 由衣花(桜塾) 小川 彩夢(真誠塾) 池田 有希奈(七州会)

小学3年生 女子 片桐 紫乃(桜塾) 内山 葉瑠可(桜塾)

小学4年生 女子 野﨑 未侑(七州会) 小出 愛真(桜塾) 鈴木 凰嘉(七州会) 本多 あび(世界闘英館)

小学5年生 女子 山田 侑莉(七州会)

小学6年生 女子 市川 蓮香(桜塾) 市川 凛花(桜塾)

一般の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

初級(有級)男子　軽量62kg未満 宮地 慧(輪道会) 山田 憲治(輪道会)

初級(有級)男子　中量72kg未満 豊田 照之(桜武会)

初級(有級)男子　重量72kg以上 小田原 惇(空會館) 若松 正也(極真尾張名古屋松田) 金子 祐司(桜塾) 神村 哲矢(桜武会)

中級(有級)男子　軽量62kg未満 倉光 毅(空會館)

中級(有級)男子　中量72kg未満 小手川 稜斗(空會館)

中級(有級)男子　重量72kg以上 松井 純哉(桜塾)

上級(有段)男子　軽量62kg未満 岡田 凌平(桜塾) 岩永 勝亮(桜塾) 梶村 来希(桜塾) 田淵 海(七州会)

上級(有段)男子　中量72kg未満 黒野 篤弥(空會館) 落合 大祐(空會館)

上級(有段)男子　重量72kg以上 石川 裕雄(七州会) 伊藤 由樹(誠心会館みよし)

35歳以上(有級)女子 磯谷 琴世(桜塾)

上級(有段)女子 酒井 希羽(七州会)

OYAJIの部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

壮年有級男子　35歳以上40歳未満軽量67kg未満 池田 侑基(七州会) 大池 奈生(七州会)

壮年有級男子　35歳以上40歳未満重量67kg以上 菅原 好弘(七州会) 蓮尾 政大(七州会)

壮年有級男子　40歳以上50歳未満軽量67kg未満 川嶋 稔貴(世界闘英館) 西山 博之(桜武会)

壮年有級男子　40歳以上50歳未満重量67kg以上 長島 敬志(極真尾張名古屋松田) 小林 肥生(桜武会)

壮年有級男子　50歳以上軽量67kg未満 加藤 猛(七州会) 五藤 健一(マリー空手クラブ)

壮年有級男子　50歳以上重量67kg以上 藤原 輝巳(光山会)

壮年有段男子　40歳以上重量67kg以上 菅原 一訓(七州会) 山田 亮(誠流塾)

壮年有段男子　50歳以上重量67kg以上 伊藤 龍吾(士衛塾山梨) 白石 敏博(誠心会館みよし)
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日時：令和4年12月18日（日）
会場：岡崎中央総合公園総合体育館　メインアリーナ  
主催：日本実戦空手道 七州会

初級の部　全日本ランキングポイント大会
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児男女混合 竹田 晋次朗(七州会) 川口 煌稀(桜塾) 日南 耀生(空會館) 出町 咲奈(七州会)

小学1年生 男子 木田村 蓮飛(勲心會) 太田 佑利(桜塾) 三谷 龍駕(七州会) 飛田 和玖(桜塾)

小学2年生 男子 山本 架琉(男塾名東) 妹尾 優佐(桜塾) 小口 昂大(拳王塾) 三浦 愛翔(桜武会) 上野 暖翔(七州会) 林 旺甫(桜塾) 山本 羚雅(空會館) 井上 綾乃真(誠流塾)

小学3年生 男子 東郷 海音(桜塾) 彦坂 颯来(桜塾) 岩瀬 蒼(七州会) 勝嵜 塁(七州会) 岡村 亮汰(七州会) 橋野 維吹(正樹道場) 稲垣 颯真(正道会館健明館) 増田 昇馬(七州会)

小学4年生 男子 瀬戸口 翔(拳王塾) 網田 蕾将(桜塾) 金子 琉星(誠流塾) 國納 煌生(武奨館吉村) 鈴木 粋真(桜塾) 阿知波 七樹(七州会) 武田 羅生(学心会) 前田 健心(七州会)

小学5年生 男子 林 正登(桜塾) 籔押 瞭斗(七州会) 石川 大耀(七州会) 半田 鉄兵(桜塾) 大澤 厚輝(七州会) 勝田 新(桜塾) 金子 凌大(桜塾) 長坂 琳太朗(七州会)

小学6年生 男子 堀江 遥希(桜塾) 花井 大翔(桜塾) 丸山 迅(桜塾) 伊藤 彪牙(七州会) 佐々木 徠亜(桜塾) 浦瀧 匠真(拳王道) 杉田 迅(正道会館健明館) 稲石 豪斗(桜塾)

中学生　男子 安武 夏希(極真館春日井) 原田 結偉(桜塾) 桑名 駿輔(桜塾) 青木 望亜(空會館)

小学1年生 女子 水野 凛保(真道塾) 浅井 希音(極真尾張名古屋松田)

小学2年生 女子 富田 桃羽(桜塾) 金村 理愛那(七州会) 梅村 桔杏(七州会)

小学3年生 女子 三川 みる(命武會) 芦澤 華梨(七州会)

小学4年生 女子 楠田 美鈴(極真中崎大東) 上野 菜々(昇心塾) 木梨 結芽(中山道場) 下仮 絵理(雅心会)

小学5年生 女子 後田 梅里(桜塾) 治居 杏純(桜塾) 松浦 仁菜(桜塾) 桑名 萌衣(桜塾)

小学6年生 女子 奥川 望孔(七州会) 北村 羽菜(七州会)

中学生　女子 金子 愛美(拳聖塾) 伊藤 柚希(七州会)

上級の部　全日本ランキングポイント大会
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児　男子 太田 翔太(桜塾) 林 嶺志(佐藤道場)

小学1年生 男子 桝田 智也(極真浜井石川) 青木 琉亜(空會館) 深見 三郎(空會館) 齊藤 大翔(七州会)

小学2年生 男子 表地 力翔(桜塾) 京口 竜汰(聖心會) 竹下 愛恭(桜塾) 藤原 熙乃(空會館)

小学3年生 男子27kg未満 横井 陽東(新誠會) 野瀨 喜平(正樹道場) 石黒 輝士(七州会)

小学3年生 男子27kg以上 楠田 陸(極真中崎大東) 島岡 蓮(極真浜井石川) 奥村 真大(武奨館吉村) 森上 太翔(真正会秀勇館)

小学4年生 男子30kg未満 表地 海翔(桜塾) 伊藤 快汰(桜塾) 中川 義仁(真正会秀勇館) 梶村 隼飛(桜塾)

小学4年生 男子30kg以上 尾﨑 威心(七州会) 安藝 飛雄馬(桜塾) 坂井 天空(男塾名東) 林 宥仁(桜塾)

小学5年生 男子35kg未満 早河 優空(空會館) 大谷内 洸(桜塾) 深見 松太(空會館) 山本 恋次(空會館)

小学5年生 男子35kg以上 田井 中秀(桜塾) 岡村 銀士(七州会) 伊藤 康修(桜塾) 藤原 快吏(空會館)

小学6年生 男子40kg未満 柳田 凌央(桜塾) 村上 雄哉(聖心會) 齊藤 輝(佐藤道場) 伊藤 大稀(桜塾)

小学6年生 男子40kg以上 中西 啓太(世界闘英館) 小島 蕉也(桜塾) 竹永 龍也(桜塾) 丸茂 拓登(七州会)

中学1年 男子42kg未満 奥村 一真(極真中崎関西) 田中 琢夢(空會館) 鈴木 騎士(桜塾) 鈴木 哉向(桜塾)

中学1年 男子52kg未満 加藤 陽生(空會館) 長山 翔悟(正樹道場) 竹内 望人(七州会)

中学1年 男子52kg以上 小島 澪(桜塾) 平倉 達哉(桜塾) 田中 陽彩(学心会)

中学2～3年 男子47kg未満 桐原 歩夢(世界闘英館) 正木 翔夢(七州会) 藤澤 空彌(桜塾)

中学2～3年 男子57kg未満 岩野 歩夢(中山道場) 森田 獅陽(波導館) 小田島 悠翔(中山道場) 榊原 七翔(マリー空手クラブ)

中学2～3年 男子57kg以上 丸茂 雄太(七州会) 浦山 竜精(武奨館吉村)

高校 男子60kg未満 山川 慧大(真誠塾) 氏原 陸登(桜塾) 藤井 宏太朗(桜塾) 田淵 海(七州会)

高校 男子70kg以上 今別府 幸音(七州会)

小学1年生 女子 奥村 亜瑠真(極真中崎関西)

小学2年生 女子 尾﨑 心奏(七州会) 竹中 椎菜(桜塾) 日下部 月雲(七州会) 飯尾 茉奈(闘龍會)

小学3年生 女子 奥村 瑠依真(極真中崎関西) 冨田 華帆(桜塾) 服部 愛夢(佐藤道場)

小学4年生 女子30kg未満 竹中 希羽(桜塾) 木下 真珠華(聖心會)

影山 小桃(桜塾)

倉田 昂歩(仰拳塾)

岡本 美咲(真正会秀勇館)

小学5年生 女子35kg未満 伊藤 圭音(桜塾) 中島 初椛(空會館) 三谷 愛來(七州会)

小学5年生 女子35kg以上 藤田 星莉(桜塾) 田島 里紗(桜塾)

小学6年生 女子40kg未満 権出 小春(聖心會) 飯尾 怜奈(闘龍會) 山本 乃愛(七州会)

小学6年生 女子40kg以上 小坂 鈴乃(正樹道場) 我那覇 優羽(七州会)

中学1年 女子43kg未満 丸本 依央奈(桜塾) 渡邉 藍(桜塾) 木下 舞桜(聖心會)

中学1年 女子43kg以上 廣嶋 美里愛(桜塾)

中学2～3年 女子43kg未満 岩永 唯伽(桜塾) 髙尾 綺星(桜塾)

中学2～3年 女子50kg未満 秦 愛穂(飛心会) 太田 琉渚(桜塾) 髙橋 苺愛(桜塾) 神田 桃香(聖心會)

中学2～3年 女子50kg以上 酒井 希羽(七州会) 竹永 美渚(桜塾)

高校 女子48kg未満 代　源(桜塾)

高校 女子55kg未満 藤井 彩心(中山道場)

選手16名以上

選手16名以上

第37回　中部日本フルコンタクト空手道選手権大会　成績表
2022年度 全日本ランキングポイント大会【第10戦】

小学4年生 女子30kg以上
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