
クラス 優勝 準優勝 第３位 第４位
有銘　大貴 道越　大地 澤井　天心 林　歩希

白蓮会館　墨田支部 白蓮会館　八尾西支部 淑徳巣鴨空手道部 総極真　大石道場

日下部　尚人 渋谷　怜 鈴木　統河 長島　寛明
総極真　大石道場 極真拳武會　川崎元住吉支部 総極真　福島県門馬道場 総極真　大石道場

稲森　優昂 日下部　尚弥 水野　翔太 米山　幸汰
昭武館 総極真　大石道場 KWF極真会館　日本本部 総極真　東京志優会

田代　妃羅 髙橋　向日葵 二見　乃愛 小椋　ちはる
総極真　大石道場 淑徳巣鴨空手道部 淑徳巣鴨空手道部 総極真　東京志優会

横塚　怜奈 野澤　歩生 三堀　実羽 山内　遥月
実践空手道　優心塾 総極真　大石道場 勇慎会 開心塾

日下部　尚人 稲森　優昂
総極真　大石道場 昭武館

クラス 優勝 準優勝 第３位 第３位
佐藤　海 鶴田　大洋 福田　恵大 村松　心暖

総極真　神奈川県釘嶋道場 武将會 極真拳武會　千鳥有明支部 総極真　東京志優会

波木井　春陽 平野　優心 渡邉　蒼生 酒井　陽向
白蓮会館　湘南鎌倉支部 極真拳武會　城南世田谷支部 光誠会 立志会

石﨑　美陽 熊谷　凜 大久保　椎珂 横田　來双
国際総合武道　拳気道会 光誠会 野澤道場 極真拳武會　千鳥有明支部

小熊　拳世 川上　雄太郎 齋藤　志貴 古澤　叶夢
総極真　埼玉県橋本道場 誠真会館　杉並道場 極真拳武會　蒲田道場 練心塾

横田　龍太郎 堅田　鼓太郎 栗田　桃士朗 丹野　結生
野澤道場 武将會 誠真会館　東伏見道場 佐藤塾

松田　留禾 南部　晴 佐々木　ひかる 井上　桜花香
総極真　埼玉県橋本道場 誠真会館　杉並道場 総極真　東京志優会 総極真　東京志優会

瀧波　和来 大鹿　倫毅 リヤブセブ・リオ 増子　遼大
総極真　福井県今城道場 大鹿道場 総極真　東京志優会 実践空手道　優心塾

福田　大翔 根岸　恒誠 矢口　瑛斗 山口　斗央磨
極真拳武會　千鳥有明支部 総極真　大石道場 大鹿道場 拳蹴武会　中島道場

内田　悠々 中村　奏凪 安田　愛梨 重松　栄麻
昭武館　内田道場 極真拳武會　平和島道場 昭武館　内田道場 松栄塾

門馬　凛志 青木　悠隼 谷村　佑樹 武井　大将
極真拳武會　さいたま浦和支部 極真拳武會　城南品川支部 総極真　東京志優会 武将會

柴本　大雅 丹　音人 清水　龍翔 有𠮷　優
総極真　東京友心会 実践空手道　優心塾 K-1GYM総本部 白蓮会館　湘南鎌倉支部

大久保　芹衣 橋本　梨加 藤井　蒼羽 松原　瑠香
野澤道場 国際総合武道　拳気道会 武心塾カラテ 拳蹴武会　中島道場

酒井　暖 大鹿　烈毅 赤津　琉斗 中野　竣登
立志会 大鹿道場 総極真　東京志優会 北斗會　中平道場

谷口　一哉 伊藤　獅透 山内　竜徳 吉田　樹
義和流拳法 北斗會　総本部 世界闘英館空手道 誠真会館　東伏見道場

川上　日菜乃 重松　凜 杉田　真彩 武井　桃子
誠真会館　杉並道場 実践空手道　優心塾 誠真会館　清瀬道場 武将會

平野　拳心 室岡　英司 長井　琥冴 畠山　大空
極真拳武會　城南世田谷支部 総極真　東京友心会 誠真会館　秋津道場 白蓮会館　湘南鎌倉支部

本間　彪雅 木下　龍星 渡辺　楓太 田村　俊汰
総極真　東京友心会 誠真会館　秋津道場 総極真　大石道場 総極真　東京友心会

松田　理央 廣瀬　月渚 北　幸 田代　羽羅
総極真　埼玉県橋本道場 実践空手道　優心塾 実践空手道　優心塾 総極真　大石道場

大鹿　統毅 佐野　鳳輝 鈴木　瑛弐 外川　遥大
大鹿道場 淑徳巣鴨空手道部 実践空手道　優心塾 総極真　福島県門馬道場

金岡　陽大 紅谷　凱 黒澤　陸 榊間　紫苑
淑徳巣鴨空手道部 極真拳武會　さいたま浦和支部 淑徳巣鴨空手道部 総極真　北海道髙橋道場

髙岩　拓 渡辺　文太 岸　蔵之介 久保田　陸翔
武蹴会館 総極真　大石道場 実践空手道　優心塾 総極真　東京志優会

岩田　侑里 秋山　茜 成田　はおり
実践空手道　優心塾 総極真　神奈川県釘嶋道場 勇慎会

青木　杏樹 砂川　樹璃 諏訪本　わかな
総極真　東京志優会 淑徳巣鴨空手道部 総極真　釘嶋道場

岸　凜太朗 佐々木　主吏 土屋　祐海 青野　涼
実践空手道　優心塾 佐々木道場 総極真　東京志優会 誠真会館　清瀬道場

近藤　勇樹 柳　真志 西村　匡生
総極真　東京志優会 武蹴会館 松栄塾

中平　政克 小林　正弘 中島　伸也 外狩　宏樹
北斗會　中平道場 秀武会　荒川サークル 新武会 天心会館　栃木

野口　明 佐々木　正知 吉井　忠雄 久保田　和生
北斗會　総本部 佐々木道場 小川道場 昭武館

毛塚　明子
誠真会館　新座道場

幼年　男女混合

ベスト８賞

ベスト８賞

一般女子 上級重量級

小学1年生　男子

小学1年生　女子

小学2年生　女子

小学3年生　男子

小学2年生　男子

敢闘賞

小学5年生　男子　軽量級

小学6年生　男子　軽量級

中学生男子 上級重量級

シニア女子　上級

高校生男子 上級重量級

シニア男子 上級軽量級

シニア男子 上級重量級

小学5年生　男子　重量級

小学5年生　女子

小学6年生　女子

2019.2.3　第5回総極真関東空手道選手権大会
チャンピオンシップ選抜＆上級の部　入賞者

一般男子 上級軽量級

一般男子 上級中量級

一般男子 上級重量級

一般女子 上級軽量級

小学6年生　男子　重量級

小学3年生　女子

小学4年生　男子

ベスト８賞

小学4年生　女子

中学生女子 上級軽量級

中学生女子 上級重量級

高校生男子 上級軽量級

中学生男子 上級中量級

中学生男子 上級軽量級


