
真樹日佐夫杯２０１９オープントーナメント第２０回全日本空手道選手権大会

成績 NO 道　　場　　名

優勝 12 澤井　天心 サワイ　テンシン 淑徳巣鴨

準優勝 1 速水　大輝 ハヤミズ　ダイキ 星和会館

3位 17 髙澤　登太 タカサワ　トウタ 武道空手練

4位 7 古木　誠也 フルキ　セイヤ 翔拳塾相模原支部

優勝 19 山下　　駿 ヤマシタ　シュン 男塾

準優勝 27 坂本　優輝 サカモト　ユウキ 白蓮会館東京墨田支部

3位 21 有銘　大貴 アリメ　タイキ 白蓮会館東京墨田支部

4位 25 平出　和紀 ヒライデ　カズキ 武道空手練

優勝 30 森田奈男樹 モリタ　ナオキ 宮本道場

準優勝 44 石嶺　雄大 イシミネ　ユウダイ 実戦空手琉道會館

3位 40 野口　智史 ノグチ　トモフミ 我流空手道北斗會

4位 35 髙倉　憲紀 タカクラ　トシキ 白蓮会館八尾支部

優勝 48 高林　美空 タカバヤシ　ミク 実戦空手道優心塾

準優勝 51 廣瀬　美咲 ヒロセ　ミサキ 紫電流顕正会館

3位 50 丸山　怜夏 マルヤマ　レナ 白蓮会館東京墨田支部

4位 46 塩田　美梨 シオダ　ミリ 極真会館埼玉木村道場

優勝 53 横塚　怜奈 ヨコツカ　レイナ 実戦空手道優心塾

準優勝 57 砂川　樹璃 スナカワ　ジュリ 淑徳巣鴨

3位 55 平原　　澪 ヒラバル　ミオ 遂心塾

優勝 61 樋川　洋一 ヒカワ　ヨウイチ 極真会館安斎道場山梨本部

準優勝 62 荒木　伸一 アラキ　シンイチ 極真会館勇姿舎羽場道場

優勝 66 速水　良憲 ハヤミズ　ヨシノリ 星和会館

準優勝 68 池端　真也 イケバタ　シンヤ 極真会館勇姿舎羽場道場

優勝 70 水口　礼也 ミズグチ　カズヤ 真樹道場横須賀支部

準優勝 73 山本　邦彦 ヤマモト　クニヒコ 士道館浜松山田道場

優勝 77 立川　武郎 タチカワ　タケオ 白蓮会館山梨支部

準優勝 78 羽場　敏浩 ハバ　トシヒロ 極真会館勇姿舎羽場道場

MVP 30 森田奈男樹 モリタ　ナオキ 宮本道場

マスターズ重量級（50才以上　70kg以上）の部　　　　　3名

選　　手　　名

第２０回全日本空手道選手権大会

一般男子軽・中量級（62kg未満）の部　　　　　17名

一般男子重量級（62㎏以上72kg未満）の部　　　　　12名

一般男子無差別級（72kg以上）の部　　　　　15名

一般女子軽・中量級(55kg未満)の部　　　　　8名

一般女子重量級(55kg以上)の部　　　　　5名

ヤングマスターズ軽中量級(40才～49才　70kg未満）の部　　　　　7名

ヤングマスターズ重量級　(40才～49才　70kg以上）　の部　　　5名

マスターズ軽・中量級（50才以上　70kg未満）の部　　　　　6名



成績 NO 道　　場　　名

優勝 85 岩田　琉詩 イワタ　ルイカ 実戦空手道優心塾

準優勝 81 島垣麟太郎 シマガキ　リンタロウ 芦原会館静岡県東部支部

高校男子重量級（65kg以上)の部　　　　　3名

優勝 88 白井　豪一 シライ　ツヨシ 正道会館徤明館

優勝 90 小林麗於菜 コバヤシ　レオナ 士衛塾総本部

準優勝 93 飯干　彩華 イイボシ　アヤカ 真樹道場愛知本部

優勝 100 齋藤　歩斗 サイトウ　アユト 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 107 岡本　東真 オカモト　ハルマ 誠真会館秋津道場

3位 94 杉山　渓人 スギヤマ　ケイト 極真会館静岡県山口道場

3位 103 村井　海斗 ムライ　カイト 大心館

優勝 108 金子茉莉香 カネコ　マリカ 空手道MAC本部

準優勝 111 原田　心愛 ハラダ　ココア 正道会館徤明館

優勝 134 角　　颯人 カド　ハヤト 遂心塾

準優勝 119 本多虎太郎 ホンダ　コウタロウ 実戦空手大場道場

3位 113 小島　蕉也 コジマ　ショウヤ 桜塾

3位 125 田中　　蓮 タナカ　レン 真士会

優勝 137 井上桜花香 イノウエ　サクラコ 世界全極真志優会

準優勝 140 遠藤明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

優勝 142 山本　心温 ヤマモト　シオン 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 151 河合利亜斗 カワイ　リアト 大上會

3位 146 鈴木　恕生 スズキ　ジョイ 神武館野村道場

3位 148 門田　唄侍 カドタ　ハイジ 飛馬道場

優勝 160 小島　　澪 コジマ　レイ 桜塾

準優勝 167 髙島多由太 タカシマ　タユタ 誠真会館杉並道場

3位 157 増子　遼大 マスコ　リョウダイ 実戦空手道優心塾

3位 161 小柴　隆汰 コシバ　リュウタ 静空塾

優勝 169 福井ちはや フクイ　チハヤ 星和会館

準優勝 173 平原　　輝 ヒラバル　ヒカリ 遂心塾

高校男子軽量級(65kg未満)の部　　　　　7名

高校女子の部　　　　　5名

小学2年男子(無差別)の部　　　　　1４名

小学2年女子(無差別)の部　　　　　5名

小学３年男子(無差別)の部　　　　　24名
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選　　手　　名

小学3年女子(無差別)の部　　　　　5名

小学4年男子（30kg未満）の部　　　　　１2名

小学4年男子（30kg以上）の部　　　　　14名

小学4年女子（30kg未満）の部　　　　　６名



優勝 175 大野　花恋 オオノ　カレン 極真会館神奈川井上道場

優勝 176 石原　　翔 イシハラ　ショウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

準優勝 191 各務　壮祐 カカム　ソウスケ 極真会館浜井派愛知石川道場

3位 181 松村　健太 マツムラ　ケンタ 極真拳武會菅野道場

3位 186 石黒　翔士 イシグロ　ショウト 七州会

優勝 196 丹山　映汰 ニヤマ　エイタ 極真拳武會菅野道場

準優勝 197 三木　斡希 ミキ　アツキ 芦原会館静岡県東部支部

3位 192 丹　　音人 タン　オトヒト 実戦空手道優心塾

3位 199 金子琥太朗 カネコ　コタロウ 空手道MAC本部

優勝 202 小松　佳苗 コマツ　カナエ 遂心塾

準優勝 205 佐藤ひかり サトウ　ヒカリ 実戦空手道優心塾

優勝 208 藤井　蒼羽 フジイ　ソワ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

準優勝 211 岩間　穂奏 イワマ　ホノカ 静空塾

優勝 212 山本　一心 ヤマモト　イッシン 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 222 岡本　一真 オカモト　カズマ 誠真会館秋津道場

3位 219 赤津　琉斗 アカツ　リュウト 世界全極真志優会

3位 229 武藤　勘介 ムトウ　カンスケ 極真会館梶原道場松阪支部

優勝 239 小澤誠太朗 オザワ　セイタロウ 闘英館

準優勝 230 堀本　祐惺 ホリモト　ユウセイ 心温塾

3位 233 三城　良依 サンジョウ　ライ 実戦空手大場道場

3位 237 髙須　春平 タカス　シュンペイ 実戦空手大場道場

優勝 242 重松　　凜 シゲマツ　リン 実戦空手道優心塾

準優勝 247 PHAN MAYUMI ファン　マユミ 真樹道場横浜南支部

3位 244 山田　萌夏 ヤマダ　モナ 七州会

3位 246 佐々木絢実 ササキ　アヤミ 極真会館手塚静岡県長泉

優勝 249 齋藤　絆菜 サイトイ　ハンナ 飛馬道場

準優勝 252 山本　心菜 ヤマモト　ココナ 静空塾

小学4年女子（30kg以上）の部　　　　　2名

小学5年男子（35kg未満）の部　　　　　16名

小学5年男子（35kg以上）の部　　　　　10名

小学5年女子（35kg未満）の部　　　　　6名

小学5年女子（35kg以上）の部　　　　　5名

小学6年男子（40kg未満）の部　　　　　1８名

小学6年男子（40kg以上)の部　　　　　１1名

小学6年女子（40kg未満)の部　　　　　8名

小学6年女子（40kg以上)の部　　　　　5名　　　　



優勝 262 三木　侑月 ミキ　ユヅキ 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 257 髙嶋　里津 タカシマ　リツ 実戦空手道優心塾

3位 256 及川　大慶 オイカワ　ヒロチカ 実戦空手道優心塾

3位 259 上江洲請羽 ウエズ　セイハ 拳勢会

優勝 270 鈴木麗空歩 スズキ　リクホ 極真会館静岡県山口道場

準優勝 265 茂木琉空斗 モギ　リクト 武道空手練

優勝 285 加藤　幸芽 カトウ　コウガ 飛馬道場

準優勝 276 鈴木　佑多 スズキ　ユタ 桜塾

3位 271 八木　海友 ヤギ　カイト 実戦空手道優心塾

3位 281 榎元　　豪 エノモト　ゴウ 武道空手練

優勝 289 橋口　博夢 ハシグチ　ヒロム 淑徳巣鴨

準優勝 292 細田　陽斗 ホソダ　ハルト 実戦空手道優心塾

中学女子軽量級（45kg未満）の部　　　　　5名

優勝 296 相川　実黎 アイカワ　ミレイ 極真拳武會さいたま浦和支部

準優勝 298 佐藤　愛夏 サトウ　マナカ 心温塾

優勝 299 松田　理央 マツダ　リオ 淑徳巣鴨

準優勝 307 青木　杏樹 アオキ　アンジュ 世界全極真志優会

3位 302 仁田水咲楽 ニタミズ　サクラ 誠真会館秋津道場

3位 310 北　　　幸 キタ　ユキ 実戦空手道優心塾

優勝 311 小柴　　竣 コシバ　シュン 静空塾

準優勝 324 石黒　輝士 イシグロ　アキト 七州会

3位 315 石川　聖大 イシカワ　セイタ 静空塾

3位 319 尾澤　映人 オザワ　エイト 静空塾

優勝 327 角田ひより カクタ　ヒヨリ 飛馬道場

小学1年(初心)(無差別男女混合)の部　　　　　11名

優勝 331 髙橋虎太郎 タカハシ　コタロウ 神武館野村道場

準優勝 336 草間　楷斗 クサマ　カイト 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

3位 329 髙井　千寿 タカイ　チズ 静空塾

3位 335 鏡　　兎月 カガミ　ウルン 極真会館手塚静岡県長泉

中学女子重量級（45kg以上）の部　　　　　12名

幼年（年長）男子(無差別)の部　　　　　14名

幼年（年長）女子(無差別)の部　　　　　3名

中学1年男子軽量級（45kg未満)の部　　　　　１０名

中学1年男子重量級（45kg以上）の部　　　　　7名

中学2・3年男子軽量級（55kg未満）の部　　　　　18名

中学2・3年男子重量級（55kg以上）の部　　　　5名



優勝 344 島貫　桐成 シマヌキ　トウセイ 清竜会

準優勝 342 榎本　伊吹 エノモト　イブキ 清竜会

3位 338 伊藤　　楓 イトウ　カエデ 三島函南高橋道場

3位 346 森　蓮太朗 モリ　レンタロウ 清竜会

優勝 352 山下　蓮介 ヤマシタ　レンスケ 松原道場

準優勝 350 中島　海翔 ナカジマ　カイト 神武館大木道場

優勝 356 玉岡　来都 タマオカ　ライト 芦原会館静岡県東部支部

準優勝 358 山本　一吹 ヤマモト　イブキ 白蓮会館山梨支部

優勝 360 清水　煌雅 シミズ　コウガ 実戦空手大場道場

準優勝 363 荻田　琉希 オギタ　リュウキ 神武館野村道場

優勝 365 河合　琉月 カワイ　ルツキ 大上會

準優勝 369 鶴田　大洋 ツルタ　タイヨウ 武将會

3位 368 横山　竜輝 ヨコヤマ　タツキ 究成会

3位 371 福井凛太朗 フクイ　リンタロウ 星和会館

優勝 373 北　さくら キタ　サクラ 実戦空手道優心塾

準優勝 375 土屋　美愛 ツチヤ　ミイナ 極真会館手塚静岡県長泉

優勝 379 中野　隆星 ナカノ　リュウセイ 武将會

準優勝 377 岡本　礼義 オカモト　レイギ 静空塾

優勝 382 髙島いと葉 タカシマ　イトハ 誠真会館杉並道場

優勝 388 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

準優勝 391 土屋　志道 ツチヤ　シドウ 芦原会館静岡県東部支部

3位 384 飯塚　瑛仁 イイヅカ　アキヒト 静空塾

3位 392 横山　稜輔 ヨコヤマ　リョウスケ 極真会館手塚静岡県長泉

優勝 397 ジョンストン　ベガス ジョンストン　ベガス 極真空手道忍會

準優勝 403 珍田　亮仁 チンダ　リョウジ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

3位 394 福田　昊斗 フクダ　ソラト 極真会館静岡県山口道場

3位 400 山村　知輝 ヤマムラ　トモキ 極真会館静岡県山口道場

優勝 409 藤田　滉生 フジタ　コウセイ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

準優勝 406 川崎　綱也 カワサキ　コウヤ 清竜会

小学1年男子(無差別)の部　　　　　7名

小学1年女子(無差別)の部　　　　　4名

小学1年男子(初・中級)無差別の部　　　　　3名

小学1年女子(初・中級)無差別の部　　　　　3名

小学2年男子(初・中級)無差別の部　　　　　10名

小学3年男子(初・中級)無差別の部　　　　　11名

小学2年(初心)(無差別男女混合)の部　　　　　9名

小学3年(初心)(無差別)男女混合の部　　　　　7名

小学5・6年(初心)(無差別男女混合)の部　　　　　5名

小学4年(初心)(無差別男女混合)の部　　　　　6名

小学4年男子(初・中級)無差別の部　　　　　　5名



優勝 410 小川　聖奈 オガワ　セナ 静空塾

優勝 413 山下　碧空 ヤマシタ　ソラ 白蓮会館山梨支部

準優勝 418 大澤　陸人 オオサワ　リクト 松原道場

3位 415 今坂太生蔵 イマサカ　タイゾウ 松原道場

3位 417 髙橋　悠杜 タカハシ　ユウト 静空塾

優勝 423 小関　涼太 コセキ　リョウタ 極真静岡本通道場

準優勝 425 植田　健充 ウエダ　タケル 松原道場

MVP 299 松田　理央 マツダ　リオ 淑徳巣鴨
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小学4年女子(初・中級)無差別の部　　　　　　2名

小学5年男子(初・中級)無差別の部　　　　　　8名

小学6年男子(初・中級)無差別の部　　　　　6名


