
 

「第「第「第「第１１１１回回回回杉並杉並杉並杉並空手道選手権大会」空手道選手権大会」空手道選手権大会」空手道選手権大会」    

結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼結果報告並びに大会参加の御礼    

 

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。 

「第１回杉並空手道選手権大会」は好評を博し、成功裡のうちに無事終了致しました。 

今回は、杉並区高円寺体育館にて未だ入賞経験の無い拳歴の浅い選手を対象とした「2WAY

システム TOKYO 新人空手道大会」"4 人トーナメント制、全員表彰"をスローガンに開催致しま

した。 

ここに大会結果をご報告致します。 

5 月 25 日曜日には、東京有明スポーツセンターにて「第 9 回アジア国際空手道選手権大会」

「第 3 回全関東総合空手道選手権大会」の開催を予定しております。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 26 年４月吉日 

大会最高審判長  羽山 威行 

大会実行委員長  内田 和久 

大会運営委員長  佐藤 真之 

 

 

 

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 26 年 3 月 30 日(日) 

11:00AM  試合開始 

16:30PM  閉会式 

場所：杉並区高円寺体育館 

 

 

 

 

 

 



「第１回杉並空手道選手権大会」「第１回杉並空手道選手権大会」「第１回杉並空手道選手権大会」「第１回杉並空手道選手権大会」    

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    幼年男女幼年男女幼年男女幼年男女    

優勝 野口 琉依 (龍拳會 青葉台教室)    準優勝 川添 勇慈 (国際ＦＳＡ拳真館 杉並支部)  

３位 関本 二楓 (闘麗會)    ３位 大井 さつき (総極真志優会 町田小山道場) 

 

優勝 下山 千月 (空手維新)    準優勝 秋吉 隼 (総極真 志優会 町田小山道場) 

３位 鈴木 小織 (国際ＦＳＡ拳真館 東久留米支部)    ３位 村松 庵 (白蓮会館 南アルプス支部) 

 

優勝 庭村 虎珀 (義和流拳法)    準優勝 柿沼 拓海 (総極真志優会 町田小山道場) 

３位 赤司 陽生 (孝真会)    ３位 吉田 匡 (総極真志優会 八王子道場) 

 

優勝 門馬 凛志 (義和流拳法)    準優勝 加藤 正英(拳成塾) 

３位 高橋 虹羽 (総極真志優会 町田小山道場)    ３位 野田 智仁 (龍拳會 青葉台教室) 

 

優勝 八木 陽平 (総極真志優会 町田小山道場)    準優勝 柿沼 英樹 (空手維新) 

３位 土戸 誠也 (孝真会) 

 

優勝 伊藤 貴一 (拳気道会)    準優勝 上田 薫 (総極真 小山道場) 

３位 曽根 伶愛 (総極真志優会 府中道場) 

 

優勝 馬場 旻太朗 (孝真会)    準優勝 倉林 秀護 (拳気道会) 

３位 坪井 環 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学１年男子小学１年男子小学１年男子小学１年男子    

優勝 原島 響 (国際ＦＳＡ拳真館 杉並支部)    準優勝 高島 煌悟 (孝真会) 

３位 萬 一朗太 (空手維新)    ３位 新里羽 海 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

優勝 小松 優希 (龍拳會 青葉台教室)    準優勝 神田 一樹 (孝真会) 

３位 加藤 遼馬 (総極真志優会 町田小山道場)    ３位 菊池 隆世 (拳気道会) 

 

優勝 室屋 朋樹 (孝真会)    準優勝 波下 倖喜 (総極真志優会 町田小山道場) 

３位 川添 信彰 (国際ＦＳＡ拳真館 杉並支部)    ３位 佐部 逸平 (空手維新) 

 

優勝 並木 大誓 (力将)    準優勝 本田 瓜智 (孝真会) 

３位 先城 優太 (空手維新)    ３位 栗林 優伍 (総極真志優会 府中道場) 

 

優勝 守屋 一慶(総極真志優会 町田小山道場)  準優勝 浦邉 呼楓(総極真 志優会 八王子道場) 

３位 久保田 陽大(義和流拳法)    ３位 萬造寺 良太(龍拳會 青葉台教室) 

 

優勝 川添 拓夢 (国際ＦＳＡ拳真館 杉並支部)    準優勝 半田 跳真 (空手維新) 

３位 高木 楓翔 (総極真志優会 町田小山道場)    ３位 瀬戸 継之助 (拳気道会) 

 

 



優勝 中澤 建貴 (空手維新)    準優勝 鈴木 舷太 (力将) 

３位 長田 青 (国際ＦＳＡ拳真館 杉並支部)    ３位 小椋 凛之介 (総極真志優会 八王子道場) 

 

優勝 川野 嘉仁 (孝真会)    準優勝 友國 創士 (空手維新) 

３位 伊藤 慶崇 (国際ＦＳＡ拳真館 総本部)    ３位 大井文太 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学１年女子小学１年女子小学１年女子小学１年女子    

優勝 倉光 澪音 (拳気道会)    準優勝 米山 唯花 (総極真志優会 府中道場) 

３位 赤司 楓子 (孝真会)    ３位 中村 悠花 (国際ＦＳＡ拳真館 東久留米支部) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学２年男子小学２年男子小学２年男子小学２年男子    

優勝 倉林 優一 (拳気道会)   準優勝 高野 禄人 (国際 FSA 拳真館) 

３位 高木 稜央 (拳成塾)    ３位 秋吉 涼 (総極真 志優会 町田小山道場) 

 

優勝 清水 武琉 (白連会館 南アルプス支部)    準優勝 松﨑 亮太 (拳成塾) 

３位 室田 秀虎 (総極真志優会 八王子道場))   ３位 加藤 彪真 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

優勝 深瀬 太佑 (総極真志優会 町田小山道場)   準優勝 上村 光瑠 (総極真志優会 稲城道場) 

３位 山本 望夢 (拳成塾)    ３位 滝澤 温太 (孝真会) 

 

優勝 遠藤 龍平 (拳成塾)    準優勝 桜井 大耀 (空手維新) 

３位 柿沼 航 (総極真志優会 町田小山道場)    ３位 石川 博翔 (総極真志優会 稲城道場) 

 

優勝 坪井 秀太 (総極真志優会 町田小山道場)    準優勝 徳田 秋生 (拳成塾) 

 

優勝 佐藤 郁孝 (空手維新)    準優勝 勝井 湊斗 (拳成塾) 

 

優勝 塩崎 文太(白連会館 南アルプス支部)  準優勝 長﨑 樹希 (国際 FSA 拳真館 聖蹟桜ヶ丘支部) 

３位 西 崚佑 (総極真志優会 稲城道場) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学２年女子小学２年女子小学２年女子小学２年女子    

優勝 津田 日菜 (力将)    準優勝 福冨 美羽 (拳成塾) 

３位 井上 莉緒 (総極真志優会 はるひ野道場)   ３位 加室 紘奈 (総極真志優会 はるひ野道場) 

 

優勝 中村 彩希 (拳成塾)    準優勝 髙木 日菜子 (総極真志優会 はるひ野道場) 

３位 舟橋 蒼天  (力将) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学３年男子小学３年男子小学３年男子小学３年男子    初級初級初級初級    

優勝 百瀬 幹大 (大胡道場)    準優勝 笠島 大竪 (虎鉄会) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学３年男子小学３年男子小学３年男子小学３年男子    中･上級中･上級中･上級中･上級    

優勝 篠木 竜成 (総極真志優会 稲城道場)    準優勝 土戸 選也 (孝真会) 

３位 木村 智瑛 (総極真志優会 はるひ野道場) 

 



優勝 池田 航介 (総極真志優会 稲城道場)    準優勝 馬場 柊志 (国際 FSA 拳真館 総本部) 

３位 高沢 直希 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

優勝 若林 峻希 (白連会館 南アルプス支部)    準優勝 石原 尚弥 (拳成塾) 

３位 浦邉 壮羅 (総極真 志優会 八王子道場)  ３位 小澤 雅透 (総極真 志優会 はるひ野道場) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学３年女子小学３年女子小学３年女子小学３年女子    初級初級初級初級    

優勝 清水 輝 (白連会館 南アルプス支部)    準優勝 田部井 瑶 (総極真 小山道場) 

３位 下山 千海 (空手維新)    ３位 小林 来実 (白連会館 南アルプス支部) 

 

2222 ウェイシステムウェイシステムウェイシステムウェイシステム    小学３年女子小学３年女子小学３年女子小学３年女子    中級中級中級中級    

優勝 栗林 永羽 (総極真 志優会 府中道場)  準優勝 佐藤 藍美 (総極真 志優会 八王子道場) 

３位 中村 紅音 (国際 FSA 拳真館 東久留米支部) 

 

優勝 佐藤 友里乃(総極真志優会 府中道場)  準優勝 鈴木 珠雪(国際 FSA 拳真館 東久留米支部) 

  

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学４年男子小学４年男子小学４年男子小学４年男子    初級初級初級初級    

優勝 中山 亮翔 (国際ＦＳＡ拳真館 総本部)    準優勝 奥寺 柊耶 (拳気道会) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学４年男子小学４年男子小学４年男子小学４年男子    中・上級中・上級中・上級中・上級    

優勝 河田 剛彦 (総極真志優会 八王子道場)    準優勝 武田 航輝 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

 

優勝 佐々木 裕希 (空真会)    準優勝 堀 蒼太 (拳成塾) 

３位 久保田 文貴 (士道館 植野道場) 

 

優勝 鶴見 寿希也 (士道館 ひばりヶ丘道場)    準優勝 菊池 魁世 (拳成塾) 

３位 南原 大佑 (龍拳會 青葉台教室) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学４年女子小学４年女子小学４年女子小学４年女子    中級中級中級中級    

優勝 日下 恵理 (空真会)    準優勝 進藤 吏紗 (拳成塾) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学５年男子小学５年男子小学５年男子小学５年男子    中級中級中級中級    

優勝 鈴木 寿虎 (国際ＦＳＡ拳真館 東久留米支部)    準優勝 土戸 義也 (孝真会) 

３位 永田 大登 (大胡道場)    ３位 宗村 幸樹 (総極真志優会 はるひ道場) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学５年男子小学５年男子小学５年男子小学５年男子    上級上級上級上級    

優勝 森 大樹 (国際ＦＳＡ拳真館 東久留米支部)    準優勝 雨宮 陽斗 (拳成塾) 

３位 夏目 絢大郎 (拳成塾) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学５年女子小学５年女子小学５年女子小学５年女子    初級初級初級初級    

優勝 深瀬 真央(総極真志優会 町田小山道場)   準優勝 小椋 ちはる(総極真志優会 八王子道場) 

３位 柴田 蓮 (空手維新)    ３位  岡本 藍良(空手維新) 

４位 小松 優奈 (茅空会) 

 



２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学６年男子小学６年男子小学６年男子小学６年男子    初・中級初・中級初・中級初・中級    

優勝 加藤 亜脩 (闘麗會)    準優勝 中野 統矢 (白蓮会館 南アルプス支部) 

３位 藤本 翔太 (白蓮会館 南アルプス支部) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学６年上級小学６年上級小学６年上級小学６年上級    

優勝 石原 知侑 (拳成塾)    準優勝 田淵 皐遥 (士道館 植野道場) 

３位 三枝 悠太 (拳成塾)    ３位 中込 翔一 (白蓮会館 南アルプス支部) 

 

２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム２ウェイシステム    小学６年女子初・中級小学６年女子初・中級小学６年女子初・中級小学６年女子初・中級    

優勝 若林 珠色 (白蓮会館 南アルプス支部)    準優勝 中山 鈴菜 (国際ＦＳＡ拳真館 総本部) 

３位 加藤 陽茉利 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

幼年幼年幼年幼年    男女混合男女混合男女混合男女混合    

優勝 鈴木 蒼菜 (空手道 鈴木塾)    準優勝 鈴江 隼登 (義和流拳法)  

３位 柴田 竜成 (孝真会) 

 

小学１年小学１年小学１年小学１年    男女混合男女混合男女混合男女混合    

優勝 吉岡 成雄 (義和流拳法)    準優勝 内田 大器 (総極真志優会 町田小山道場) 

３位 萬屋 瑠夏 (孝真会)    ３位 佐野 寛太 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

小学２年小学２年小学２年小学２年    男女混合男女混合男女混合男女混合    

優勝 門馬 澄斗 (総極真志優会 稲城道場)    準優勝 鶴見 莉寿希 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

３位 矢島 央大 (龍拳會)    ３位 久保田 陸翔 (総極真志優会 稲城道場) 

 

小学３年男子小学３年男子小学３年男子小学３年男子    初級初級初級初級    

優勝 橋本 藍斗 (義和流拳法)    準優勝 鈴木 一輝 (総極真志優会 八王子道場) 

３位 小川 諒 (総極真志優会 はるひ野道場)    ３位 並木 蓮太郎 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

 

小学３年男子上級小学３年男子上級小学３年男子上級小学３年男子上級    

優勝 橋倉 蓮 (総極真志優会 八王子道場)    準優勝 青木 嵩士 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

３位 小林 勇生 (総極真志優会 町田小山道場) 

 

小学４年男子小学４年男子小学４年男子小学４年男子    初･中級初･中級初･中級初･中級    

優勝 吉田 匠 (総極真志優会 八王子道場)  準優勝 塩谷 風羽 (総極真志優会 町田小山道場) 

３位 赤木 一喜 (総極真 小山道場)    ３位 小田 然太 (大胡道場) 

 

小学４年男子小学４年男子小学４年男子小学４年男子    上級上級上級上級    

優勝 細田 蒼空 (士道館 植野道場)    準優勝 皆本 丈 (覇道會館 伊与田道場) 

３位 関 龍之亮 (士道館 植野道場) 

  

小学５年男子小学５年男子小学５年男子小学５年男子    

優勝 内田 耀介 (龍拳會)    準優勝 押切 一真 (士道館 植野道場) 

３位 横井 海斗 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

  



小学５･６年小学５･６年小学５･６年小学５･６年    女子女子女子女子    

優勝 吉岡 和菜子 (義和流拳法)    準優勝 高橋 愛里沙 (義和流拳法) 

３位 青木 梨華 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

  

小学６年男子小学６年男子小学６年男子小学６年男子    

優勝 伊澤 竹善 (闘麗會)    準優勝 山田 拳大 (国際 FSA 拳真館 総本部) 

３位 並木 涼太郎 (士道館 ひばりヶ丘道場) 

 

中学男子中学男子中学男子中学男子    軽量級軽量級軽量級軽量級    50kg50kg50kg50kg 未満未満未満未満    

優勝 小川 翼 (国際 FSA 拳真館 東久留米支部)    準優勝 松下 海斗 (士道館 植野道場) 

３位 福冨 翔 (拳成塾)    ３位 田渕 隆聖 (士道館 植野道場) 

 

中学男子中学男子中学男子中学男子    中量級中量級中量級中量級    60kg60kg60kg60kg 未満未満未満未満    

優勝 中村 大喜 (国際 FSA 拳真館 東久留米支部)    準優勝 松下 勝政 (拳成塾) 

３位 永田 琳大 (大胡道場) 

  

中学男子中学男子中学男子中学男子    重量級重量級重量級重量級    60kg60kg60kg60kg 以上以上以上以上    

優勝 中川 翔太 (白連会館 南アルプス支部)    準優勝 菊池 利久 (闘麗會) 

 

一般女子一般女子一般女子一般女子    軽量級軽量級軽量級軽量級    

優勝 ラザレスク･コリナ (士道館 士魂村上塾)    準優勝 高見 萌菜 (拳成塾) 

３位 関 志保 (士道館 植野道場) 

  

一般女子一般女子一般女子一般女子    重量級重量級重量級重量級    

優勝 木村 敬代 (渡邊道場)    準優勝 和田 亜紀子 (闘麗會) 

 

マスターズの部マスターズの部マスターズの部マスターズの部    

優勝 小林 正弘 (秀武会 荒川サークル)    準優勝 松岡 永三 (極真会館 松岡道場) 

３位 平山 光夫 (IRIS -アイリス-)  

 

一般男子初級一般男子初級一般男子初級一般男子初級    軽中量級軽中量級軽中量級軽中量級    70kg70kg70kg70kg 未満未満未満未満    

優勝 島本 曜彰(国際 FSA 拳真館ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ吉祥寺)  準優勝 井田 昌仁(国際 FSA 拳真館 総本部) 

３位 千田 英貴(義和流拳法)    ３位 長田 恒司(国際 FSA 拳真館 杉並支部) 

 

一般男子中級一般男子中級一般男子中級一般男子中級    無差別級無差別級無差別級無差別級    

優勝 山田 遼 (拳成塾)    準優勝 村田 浩二 (白連会館 南アルプス支部) 

３位 山鹿 貴史 (フリー) 

  

一般男子上級一般男子上級一般男子上級一般男子上級    軽中量級軽中量級軽中量級軽中量級    70kg70kg70kg70kg 未満未満未満未満    

優勝 古木 誠也 (空真会)    準優勝 福島 昌造 (曲家道場) 

３位 高瀬 邦彦 (拳成塾)    ３位 細田 海翔 (士道館 植野道場) 

 

一般男子上級一般男子上級一般男子上級一般男子上級    重量級重量級重量級重量級    70kg70kg70kg70kg 以上以上以上以上    

優勝 安達 頌平 (誠導塾 柏支部)    準優勝 杉浦 圭一 (孝拳會) 


