
 

 

 

「第６回アジア国際 Jr.ジュニア空手道選手権大会」 

「２０１１アジア国際空手道選手権大会」 

「第８回全日本ケイオス(CHAOS)セーフティー選手権大会」 

結果報告並びに大会参加の御礼 
 

 

今回も私共国際ＦＳＡ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６回アジア国際 Jr.ジュニア空手道選手権大会」「２０１１アジア国際空手道選手権大会」「第８回全日本ケイ

オス(CHAOS)セーフティー選手権大会」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。 

私共も、大会の問題等につきましても何かと行き届かない点などあるかと存じますが、大会スタッフ

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２０１１年９月１９日(月･祝)に国立代々木競技場第二体育館で開催を予定しております。今回の

反省をふまえ、次回より充実した大会となり、選手達が思う存分力を発揮出来るような大会にして参りたいと思っ

ております。 

何卒、引き続きご協力、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 23 年 6 月吉日 

国際ＦＳＡ拳真館空手道連盟 総本部 

館長 羽山 威行 

大会実行委員長  内田 和久 

運営委員長  佐藤 真之 

 

 

主催 国際 FSA 拳真館空手道連盟 総本部 

 

日時 平成２３年５月２２日 (日) 

11:00AM  試合開始 

17:00PM  閉会式  

 

場所 築地社会教育会館 

 

 

 

 



「第６回アジア国際 Jr.ジュニア空手道選手権大会」 

 

幼年クラス 

優勝 上村 寛太(FSA 拳真館 総本部)  準優勝 萩原 葵(拳友会) 

第三位 岩窪 恋乃叶(FSA 拳真館 総本部) 

 

小学 1 年 初級 

優勝 仲川 昇汰(拳友会 土浦本部)  準優勝 今井 憲臣(拳友会) 

 

小学 2 年男子 

優勝 小沼 瑞祈(拳友会 土浦本部)  準優勝 渡部 隼也(西山道場) 

第三位 鈴木 颯太(拳友会)  第三位 田野倉 丈(西山道場) 

 

小学 2 年女子 

優勝 鈴木 哉子(正拳会)  準優勝 吉見 藍綺(志優会) 

第三位 山中 紀愛(拳友会)  第三位 杉沢 南海(拳友会) 

 

小学 3 年男子 初級 

優勝 小島 太志(拳友会)  準優勝 冨山 颯翔(拳友会 土浦本部) 

第三位 松崎 勇太(青育塾)  第三位 渋江 周真(西山道場) 

 

小学 3 年男子 上級 

優勝 舘林 海誠(西山道場)  準優勝 富岡 竜ノ介(西山道場) 

第三位 外角 響生(FSA 拳真館 総本部)  第三位 岩窪 奏汰(FSA 拳真館 総本部) 

 

小学 3 年女子 

優勝 冨山 桃香(拳友会 土浦本部)  準優勝 鈴木 ゆか(拳友会) 

第三位 仲川 陽菜(拳友会 土浦本部) 

 

小学 4 年男子 中級 

優勝 西島 豪(松栄塾)  準優勝 冨樫 祐樹(FSA 拳真館 新小岩支部) 

第三位 内野 優大(空手道 道志塾)  第三位 宮脇 聡佑(FSA 拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部) 

 

小学 4 年男子 上級 

優勝 張間 真幸(極真会館千葉田中道場)  準優勝 土屋 祐海(志優会) 

第三位 山田 拳大(FSA 拳真館 総本部)  第三位 海老原 功樹(拳友会) 

 

小学 4 年女子 

優勝 姥貝 楓(拳友会)  準優勝 吉川 梓(拳友会 土浦本部) 

第三位 小原 くるみ(拳友会) 

 

小学 5 年男子 中級 

優勝 中村 龍登(士道館 橋本道場)  準優勝 小川 翼(FSA 拳真館 東久留米支部) 

第三位 島田 駿翔(FSA 拳真館 総本部)  第三位 田野倉 仁(西山道場) 

 

小学 5 年男子 上級 

優勝 渡部 蒼汰(西山道場)  準優勝 加賀谷 将聖(正拳会) 

第三位 外角 丈瑠(FSA 拳真館 総本部) 

 

小学 5 年女子 

優勝 中薗 綾乃(極真会館千葉田中道場)  準優勝 前川 沙弥香(拳友会) 

第三位 永作 愛(拳友会) 

 

小学 6 年男子 中級 

優勝 小幡 航生(FSA 拳真館 総本部)  準優勝 岡田 和音(西山道場) 

第三位 渋江 ワタル(西山道場)  第三位 中田 全宣（西山道場） 

 



小学 6 年男子 上級 

優勝 豊田 太輝(西山道場)  準優勝 川畑 心(西山道場) 

第三位 本間 祐介(空手道 道志塾)  第三位 勝又 崚(西山道場) 

 

小学 6 年女子 

優勝 野口 寿々花(FSA 拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部)  準優勝 上瀬 千里(西山道場) 

第三位 新井 未来(極真会館千葉田中道場)  第三位 髙橋 明菜(拳友会) 

 

中学男子軽量級(50Kg 未満)の部 

優勝 長田 昂大(FSA 拳真館 総本部)  準優勝 松﨑 虎ノ介(FSA 拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部) 

第三位 佐藤 天(松栄塾)  第三位 中薗 雄介(極真会館千葉田中道場) 

 

中学男子中量級(50Kg 以上)の部 

優勝 山田 大貴(FSA 拳真館 総本部)  準優勝 深井 大道(FSA 拳真館 新小岩支部) 

第三位 前川 太輝(拳友会) 

 

中学女子の部 

優勝 菊川 結衣(西山道場)  準優勝 熊谷 亜美(西山道場) 

第三位 山本 麗未(西山道場)  第三位 岩崎 菜緒(志優会) 

 

高校男子 無差別級 

優勝 相川 竜真(志優会)  準優勝 稲富 葵(拳友会) 

 

「２０１１アジア国際空手道選手権大会」 

 

一般女子無差別級 

優勝 谷岡 美希(FSA 拳真館 総本部)  準優勝 冨山 喜子(拳友会 土浦本部) 

第三位 萩原 直美(拳友会)  第三位 佐賀 郁子(拳友会 土浦本部) 

 

マスターズ無差別級 

優勝 竹脇 光一(西山道場)  準優勝 松井 孝道(FSA 拳真館 総本部) 

第三位 門田 陽一(国際 FSA 拳真館 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ六本木)  第三位 並木 修(国際 FSA 拳真館 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ吉祥寺) 

 

初級 一般色帯軽中量級(70Kg 未満) 

優勝 二階堂 淳(中國武術 義龍會)  準優勝 樋口 晃司(中國武術 義龍會) 

第三位 石田 智明(拳友会)  第三位 田中 邦治(極真 小笠原道場) 

 

中級 一般色帯軽中量級(70Kg 未満) 

優勝 鮫島 崇史(中國武術 義龍會)  準優勝 松浦 功(FSA 拳真館 総本部) 

第三位 高木 淳(拳友会 土浦本部)  第三位 阿部 雄一(誠真会館 総本部) 

 

「第８回全日本ケイオス(CHAOS)セーフティー選手権大会」 

 

一般男子（α） 

優勝 加藤 和徳(誠真会館 清瀬道場)  準優勝 渡邊 悠(中國武術 義龍會) 

 

 

一般男子（β） 

優勝 前田 光太(誠真会館 清瀬道場)  準優勝 佐藤 彰彦(極真会館千葉田中道場) 

第三位 高木 淳(拳友会 土浦本部)  第三位 門田 陽一(国際 FSA 拳真館 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ六本木) 

 

一般女子（β）  

優勝 萩原 直美(拳友会)  準優勝 佐賀 郁子(拳友会 土浦本部) 

第三位 小原 夕美子(拳友会)  第三位 冨山 喜子(拳友会 土浦本部) 



 

ジュニア部門 

 

幼年･小学１年の部 

優勝 仲川 昇汰(拳友会 土浦本部)  準優勝 今井 憲臣(拳友会) 

第三位 岩窪 恋乃叶(FSA 拳真館 総本部)  第三位 上村 寛太(FSA 拳真館 総本部) 

 

小学２年の部 

優勝 茂木 功太(拳友会)  準優勝 小沼 瑞祈(拳友会 土浦本部) 

第三位 山中 紀愛(拳友会)  第三位 杉沢 南海(拳友会) 

 

小学３年の部 

優勝 室田 拓海(拳友会)  準優勝 岩窪 奏汰(FSA 拳真館 総本部) 

第三位 髙橋 優太(拳友会)  第三位 豊島 怜央(拳友会 土浦本部) 

 

小学４年の部 

優勝 小沼 謙太(拳友会)  準優勝 姥貝 楓(拳友会) 

第三位 吉川 梓(拳友会 土浦本部)  第三位 小原 くるみ(拳友会) 

 

小学 5 の部 

優勝 前川 沙弥香(拳友会)  準優勝 木之内 星矢(拳友会) 

第三位 小川 翼(国際 FSA 拳真館 東久留米支部)  第三位 永作 愛(拳友会) 

 

小学６年の部 

優勝 皆川 遼太朗(拳友会 土浦本部)  準優勝 武田 拓磨(拳友会 土浦本部) 

第三位 山畑 龍人(拳友会 土浦本部)  第三位 赤津 有希(拳友会) 

 

中学男子の部 

優勝 前川 太輝(拳友会)  準優勝 松﨑 虎ノ介(FSA 拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部)  

第三位 深井 大道(FSA 拳真館 新小岩支部) 

 

中学女子の部 

優勝 室田 菜摘(拳友会)  準優勝 中山愛(拳友会) 

 


