
大会式次第 
 

 

 

開会式     【ＡＭ １０：００】 

開会太鼓                     本多 義博 弐段 

大会宣言        本部直轄島根松江道場   中村  聡   

来賓挨拶        元山口県議会議員     二木 和夫  様 

        極真会館 最高顧問    郷田 勇三 師 範 

大会最高審判長挨拶   中国地区本部長      河岡 博實 本部長 

ルール説明       説明           中村  聡 参 段 

選手宣誓                     近藤 勝矢 初 段 

 

 

試 合 進 行 

 

◆型試合開始         

 ◆ 型試合        【AM １０：２０】 

   Aコート       Ａ－１ ～ Ａ－２３ 【小学 4,5,6 年、一般 型の部】 

    Bコート    Ｂ－１ ～ Ｂ－２５ 【小学 1,2,3 年 型の部】 

 試合終了後 御昼休憩   【終了予定  PM １１：４０】 

 

◆ 組手試合開始予定   【開始予定  PM １２：４０】 

           ※型終了が早ければ、終了後の１時間後再開 

A コート    Ａ－１ ～ Ａ－３２ 

  【小学６年男子 ～ 一般 組手の部】 

     B コート    Ｂ－１ ～ Ｂ－４０ 

           【幼年 ～ 小学５年男、小学 5,6 年女子重量 組手の部】 

◆ 演武          【PM １４：４５】 

   極真会館 山口県支部長    河岡 晶俊 

◆ 組手試合 決勝戦    【PM １５：００】 

A コート    Ａ‘－１ ～ Ａ’－１２ 

◆試合終了           【予定 １５：４０】 

 

 

    閉会式                  【ＰＭ １６：００】 

    表彰式 

    役員挨拶        中国地区本部長     河岡 博實 本部長 

山口県支部長      河岡 晶俊 支部長 

    閉会太鼓                    本多 義博 弐段 

 

   終了後片づけ＆撤収終了              【予定  １７：００】 



【 型 競 技 】 
 

各部門 幼年～小学３年 小学４～６年 一般（中学生以上） 

準々決勝以前 平安Ⅰ 平安Ⅳ 最破 

準決勝 平安Ⅲ 突きの型 撃塞小 

決勝・３決 自由型 自由型 自由型 

※①８名以下のトーナメントでは準々・準決勝の型で行う。尚自由型は、総本部の除外型は含まない。 

 ②３名以下の場合は全ての予選型～決勝型の中から、ひとつ選び行う。 

決勝型 

撃塞大・撃塞小・最破・突きの型・征遠鎮十八・観空・五十四歩 

※平安裏・三戦・転掌・抜塞・鉄騎は除外 

（小学１年～６年は平安は可能とする） 

 

 

 

幼年 型 

 

    ﾔﾏｼﾀ ｵﾄﾒ 

１．山下 桜芽 （10 級・岡山南/倉敷） 

   ｸﾗﾅｶ ｿﾗ                          優    勝 

２．倉中 星空 （９級・岡山東/本部） 

   ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾘ                        

３．吉本 悠力 （10 級・香川岡山西/丸亀） 

   ｶﾅﾔ  ﾕｳｶ 

４．金谷柚宇香 （７級・広島/川口） 

 

小学 1,２年 型 

 

   ｽｷﾞｳﾗ ｴｲｼﾝ 

５．杉浦 瑛信 （６級・香川岡山西/高松） 

  ﾐﾔｹ  ﾕｲ 

６．三宅 優衣 （７級・岡山南/倉敷） 

ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ 

７．落合 爽太 （10 級・山口/宇部） 

  ﾄﾐｲｴ ﾉｱ                          優    勝 

８．富家 望  （４級・香川岡山西/坂出） 

   ﾉﾑﾗ  ｺｺﾛ 

９．野村こころ （７級・山口/秋穂） 

  ﾔﾉ  ﾊﾙﾅ 

１０．矢野 遥菜 （６級・福岡西/香椎） 

  ｵﾉ  ｼｭﾗ 

１１．小野 朱良 （６級・広島/神辺） 

  ﾄﾐｲｴ ﾙｲ 

１２．富家 類  （３級・香川岡山西/坂出） 

 

 



 

小学３年 型 

   ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ  

１３．村上 羚王 （７級・山口/小野田） 

   ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾋ    

１４．大久保晴陽 （８級・直轄高知） 

   ﾖｼﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 

１５．吉本 衣吹 （６級・香川岡山西/丸亀） 

   ｲﾄｳ  ｺｳｷ 

１６．伊藤 幸貴 （５級・山口/小野田） 

   ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ 

１７．黒川 功聖 （５級・広島/中筋） 

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾒ                           優    勝 

１８．山下 陽芽 （４級・岡山南/倉敷） 

   ｶﾅﾔ  ﾀｲｷ 

１９．金谷 太希 （６級・広島/川口） 

   ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ 

２０．花田 虎輝 （10 級・山口/山口） 

   ﾀｶﾀ  ﾘｭｳﾄ 

２１．髙田 琉翔 （９級・山口/防府） 

   ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ 

２２．黒川 祐聖 （５級・広島/中 筋） 

   ﾂｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 

２３．辻田 一歩 （９級・山口/宇部） 

   ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 

２４．西岡 宏哲 （７級・直轄高知） 

  ﾀﾊﾗ  ｳﾀ 

２５．田原 生大 （７級・山口/山口） 

 

 

 

小学４年 型 

 

 藤上 弦樹 宮部 拓斗 箱田 大和 

２６．藤上 弦樹(ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾞﾝｷ) 

（５級・直轄愛媛松山） 
 Ａ－１ Ａ－６ 

２７．宮部 拓斗(ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ) 

（８級・山口・山口） 
  Ａ－１４ 

２８．箱田 大和(ﾊｺﾀﾞ ﾔﾏﾄ) 

（４級・香川岡山西・美の浜) 
   

 

 

 

 

 



 

小学５年 型 

 

   ｷﾀﾔﾏ ｾﾞﾝ 

２９．北山 善  （２級・香川岡山西/倉敷） 

   ｶﾜｵｶ ﾏﾅ 

３０．河岡 茉奈 （５級・山口/宇部） 

   ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ                        優    勝 

３１．大森悠太郎 （２級・岡山東/本部） 

   ﾜﾀﾞ  ｱｷﾄ 

３２．和田 空斗 （10 級・山口/秋穂） 

   ｵﾁｱｲ ﾐﾂﾞｷ 

３３．落合 美月 （９級・山口/宇部） 

  ｻｻｷ  ﾕｳﾄ 

３４．佐々木悠斗 （４級・山口/宇部） 

 

 

小学６年 型 

 

 中丸 力夢 吉野 祐太 大嶌 晋平 

３５．中丸 力夢(ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ) 

（６級・山口・周南下松） 
 Ａ－２ Ａ－９ 

３６．吉野 祐太(ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ) 

（１級・山口・下関） 
  Ａ－１７ 

３７．大嶌 晋平(ｵｵｼﾏ ｼﾝﾍﾟｲ) 

（初段・香川岡山西・さぬき) 
   

 

 

 



 

一般 型 

 

   ﾑﾗﾊﾗ ﾀｶﾄﾗ  

３８．村原 嵩虎 （初段・徳島/蔵本） 

   ﾔﾏｻｷ  ﾖｼﾕｷ    

３９．山﨑 義之 （３級・直轄愛媛松山） 

   ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 

４０．米田 拓未 （１級・山口/秋穂） 

   ﾀｶﾊｼ ﾕｶﾘ 

４１．高橋ゆかり （１級・岡山東/本部） 

   ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ 

４２．石森 文久 （２級・山口/周南下松） 

ｶﾜﾉ  ｼｭｳﾀﾛｳ                          優    勝 

４３．河野柊太郎 （２級・山口/防府） 

   ﾉﾑﾗ  ﾎﾉｶ 

４４．野村穂乃香 （２級・山口/秋穂） 

   ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲﾄ 

４５．曽我部圭斗 （１級・直轄愛媛西条） 

   ｶﾄｳ  ﾀｶﾔ 

４６．加藤 貴也 （５級・山口/秋穂） 

   ｵｵｼﾏ ｺﾀﾛｳ 

４７．大嶌虎太郎 （初段・香川岡山西/さぬき） 

  ｲｼｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 

４８．石﨑 文也 （初段・山口/宇部） 

 

 

 



幼年男女混合 組手 

 

 倉中 星空 吉本 悠力 金谷柚宇香 

２．倉中 星空(ｸﾗﾅｶ ｿﾗ)岡山東 

（９級・113cm/19kg） 
 Ｂ－５ Ｂ－１５ 

３．吉本 悠力(ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾘ)香川 

（10 級・109cm/20kg） 
  Ｂ－３１ 

４．金谷柚宇香(ｶﾅﾔ ﾕｳｶ)広島 

（７級・113cm/20kg） 
   

 

 

小学１年男子 組手 

 

 杉浦 瑛信 池尻 一紀 吉田  空 

５．杉浦 瑛信(ｽｷﾞｳﾗ ｴｲｼﾝ)香川岡山西 

（６級・123cm/23kg） 
 Ｂ－６ Ｂ－１６ 

４９．池尻 一紀(ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ)山口 

（無級・125cm/27kg） 
  Ｂ－３２ 

５０．吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ)山口 

（無級・118cm/23kg） 
   

 

 

小学２年女子 組手 

 

 野村こころ 矢野 遥菜 北山  恋 

９．野村こころ(ﾉﾑﾗ ｺｺﾛ)山口 

（７級・121cm/23kg） 
 Ｂ－７ Ｂ－１７ 

１０．矢野 遥菜(ﾔﾉ ﾊﾙﾅ)福岡 

（６級・130cm/25kg） 
  Ｂ－３３ 

５１．北山  恋(ｷﾀﾔﾏ ﾚﾝ)香川岡山西 

（７級・121cm/19kg） 
   

 

 

小学２年男子 組手 

 

    ｵﾉ  ｼｭﾗ   広島 

１１．小野 朱良 （６級・136cm/51kg） 

   ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ  山口                      優    勝 

５２．河津 圭祐 （９級・126cm/26kg） 

   ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ  山口                      

５３．中村 壮甫 （無級・123cm/25kg） 

   ﾄﾐｲｴ ﾙｲ    香川岡山西 

１２．富家 類  （３級・118cm/21kg） 

 



 

 

小学３年男子初級 組手 

 

   ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾋ   直轄高知 

１４．大久保晴陽 （８級・137cm/30kg） 

   ﾑﾗｶﾐ ﾚｵ   山口 

１３．村上 羚王 （７級・125cm/24kg） 

ﾔﾏﾅｶ ﾄｳﾏ   広島 

５４．山中 撞真 （８級・135cm/27kg） 

  ｱｻｲ  ﾏｻﾁｶ  直轄高知 

５５．浅井政千翔 （７級・141cm/44kg） 

  ﾂｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ  山口 

２３．辻田 一歩 （９級・135cm/32kg） 

ﾀﾊﾗ  ｳﾀ    山口                     優    勝 

２５．田原 生大 （７級・131cm/28kg） 

    ｲﾄｳ  ｺｳｷ   山口 

１６．伊藤 幸貴 （５級・128cm/29kg） 

   ﾀｶﾀ  ﾘｭｳﾄ  山口 

２１．髙田 琉翔 （９級・122cm/25kg） 

ﾖｼﾓﾄ ｲﾌﾞｷ  香川岡山西 

１５．吉本 衣吹 （６級・130cm/28kg） 

ｲﾄｳ  ｺﾀﾛｳ  山口 

５６．伊藤鼓太郎 （10 級・131cm/39kg） 

  ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾉﾘ  直轄高知 

２４．西岡 宏哲 （７級・128cm/39kg） 

ｶﾅﾔ  ﾀｲｷ    広島  

１９．金谷 太希 （６級・130cm/25kg） 

 

 

 

 

小学３年男子上級 組手 

 

    ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ   直轄愛媛西条 

５７．藤田 泰斗 （４級・135cm/36kg） 

   ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ  広島                      優    勝 

２２．黒川 祐聖 （５級・133cm/28kg） 

   ﾋﾛｾ  ｱﾗﾀ   香川岡山西                     

５８．廣瀬 新太 （４級・126cm/27kg） 

   ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ  広島 

１７．黒川 功聖 （５級・128cm/24kg） 

 

 

 

 



 

小学４年男女初級 組手 

    ﾌｼﾞｶﾐ ｹﾞﾝｷ   直轄愛媛松山 

２６．藤上 弦樹 （５級・133cm/32kg） 

   ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ   山口 

２７．宮部 拓斗 （８級・130m/24kg）             優    勝 

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ  直轄愛媛西条 

５９．杉本 啓道 （６級・145cm/32kg） 

  ｼﾝﾗ  ﾘｳ   山口 

６０．新良 龍羽 （９級・143cm/43kg） 

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ   山口 

６１．中村 仁子 （９級・140cm/29kg） 

 

小学４年男子上級 組手 

 

 和泉  岳 岡本 天真 箱田 大和 

６２．和泉 岳(ｲｽﾞﾐ ｶﾞｸ)直轄愛媛松山 

（４級・147cm/33kg） 
 Ｂ－１３ Ｂ－２６ 

６３．岡本 天真(ｵｶﾓﾄ ﾃﾝﾏ)香川岡山西 

（４級・136cm/37kg） 
  Ｂ－３８ 

２８．箱田 大和(ﾊｺﾀﾞ ﾔﾏﾄ)香川岡山西 

（４級・139cm/38kg） 
   

 

小学 5 年男子・小学 5,6 年女子軽量 組手 

    ｻｻｷ  ﾕｳﾄ   山口 

３４．佐々木悠斗 （４級・139cm/34kg） 

   ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾏ   直轄愛媛西条 

６４．藤田 琢磨 （２級・136m/33kg）             優    勝 

ｱｵﾔﾏ ﾕｲ   直轄島根松江 

６５．青山 優衣 （４級・142cm/34kg） 

  ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ  岡山東 

３１．大森悠太郎 （２級・136cm/30kg） 

ｷﾀﾔﾏ ｾﾞﾝ   香川岡山西 

２９．北山 善  （２級・137cm/30kg） 

 

小学 5 年男子・小学 5,6 年女子重量 組手 

    ｼｵｼﾞ ﾀﾂﾔ   岡山西 

６６．塩路 達也 （３級・159cm/68kg） 

   ﾅｶﾂﾎﾞ ﾕｲ    山口                      優    勝 

６７．中坪 由  （６級・160cm/48kg） 

   ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 直轄島根松江                    

６８．池田幸次朗 （８級・145cm/43kg） 

   ｵｵﾆｼ ｱｵﾄ   香川岡山西 

６９．大西 葵斗 （２級・135cm/44kg） 

 



 

小学６年男子軽量 組手 

    ﾖｼﾉ  ﾕｳﾀ   山口 

３６．吉野 祐太 （１級・146cm/38kg） 

   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾗ   山口 

７０．藤原 平羅 （無級・146m/36kg）             優    勝 

ﾌｼﾞﾀ ﾑｶﾞ   直轄愛媛西条 

７１．藤田 無我 （１級・145cm/42kg） 

  ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ   山口 

３５．中丸 力夢 （６級・140cm/36kg） 

ｲｼｳﾗ ｿﾗ    直轄島根松江 

７２．石浦 蒼良 （６級・156cm/44kg） 

 

 

小学６年男子重量 組手 

 

 吉村 天弥 徳永駿之介 山村  丈 

７３．吉村 天弥(ﾖｼﾑﾗ ﾃﾝﾔ)山口 

（２級・162cm/53kg） 
 Ａ－２ Ａ－１５ 

７４．徳永駿之介(ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ)山口 

（７級・160cm/57kg） 
  Ａ－２５ 

７５．山村  丈(ﾔﾏﾑﾗ ｼﾞｮｳ)広島 

（１級・149cm/47kg） 
   

 

 

中学男子軽量 組手 

 

    ｶﾜﾉ  ｼｭｳﾀﾛｳ 山口 

４３．河野柊太郎 （２級・147cm/44kg） 

   ｶｷｳﾁ ｼｭｳｼﾝ  広島 

７６．垣内 秀心 （３級・144cm/39kg） 

ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ   直轄愛媛西条 

７７．石川 廉大 （１級・152cm/45kg） 

  ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ   香川岡山西                  優    勝 

７８．大西 遥斗 （１級・145cm/43kg） 

   ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲﾄ   直轄愛媛西条 

４５．曽我部圭斗 （１級・138cm/35kg） 

  ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ   山口 

７９．米田 有希 （１級・156cm/47kg） 

  ｲﾄｳ  ﾕｳｷ   山口 

８０．伊藤 悠起 （４級・156cm/48kg） 

  ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾗｼﾞ  直轄愛媛西条 

８１．近藤 虎仁 （１級・144cm/47kg） 

 

 



中学男子重量 組手 

    ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ   山口 

８２．徳永 匠  （４級・163cm/58kg） 

   ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ  山口 

８３．上田 泰義 （９級・165m/68kg）             優    勝 

ｼﾐｽﾞ ﾘｷ   広島 

８４．清水 力  （５級・161cm/68kg） 

  ｶﾜｵｶ ｼｮｳｺﾞ  山口 

８５．河岡 昌吾 （６級・180cm/68kg） 

ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ  山口 

８６．吉村 大地 （１級・175cm/69kg） 

 

高校男子 組手 

 勝間 玲央 小川 紫蓮 村原 嵩虎 

８７．勝間 玲央(ｶﾂﾏ ﾚｵ)山口 

（２級・165cm/60kg） 
 Ａ－８ Ａ－２０ 

８８．小川 紫蓮(ｵｶﾞﾜ ｼﾚﾝ)岡山東 

（初段・165cm/60kg） 
  Ａ－２８ 

３８．村原 嵩虎(ﾑﾗﾊﾗ ﾀｶﾄﾗ)徳島 

（初段・167cm/65kg） 
   

 

壮年４５歳以上 組手 

 

   ﾏｷﾉ  ﾐﾁﾅﾘ  山口 

８９．牧野 満成 （４級・168cm/74kg） 

     ﾌｸﾊﾞ ﾅｵﾀｹ  直轄島根松江 

９０．福庭 尚武 （６級・167cm/69kg） 

   ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ  山口                    優    勝 

４２．石森 文久 （２級・167m/62kg） 

ｲﾏｲ  ﾔｽﾋﾛ  直轄島根松江 

９１．今井 康裕 （４級・161cm/70g） 

  ｶｽﾞｲ ｻﾄｼ   山口 

９２．数井 諭  （初段・170cm/75kg） 

ｼｵｼﾞ ﾕﾀｶ   香川岡山西 

９３．塩路 裕  （３級・174cm/74kg）  

  ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾋﾛ  山口 

９４．山根 好弘 （初段・170cm/73kg） 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般初級 組手 

 

 亀井 瑠太 浦 正凛 高 俊吉 

９５．亀井 瑠太(ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀ)山口 

    （９級・187cm/70kg） 
 Ａ－１２ Ａ－２３ 

９６．浦 正凛(ﾎ ｾｲﾘﾝ)山口 

（無級・174cm/83kg） 
  Ａ－３０ 

９７．高 俊吉(ｺｳ ｼｭﾝｷﾁ)山口 

（無級・178cm/94kg） 
   

 

一般上級 組手 

     ﾔﾏﾆｼ ﾚﾝ   山口 

９８．山西 練  （初段・163cm/70kg） 

    ﾃﾙﾔ  ﾀﾞｲｷ  徳島                     優    勝 

９９．照屋 大貴 （４級・162cm/74kg） 

    ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ   山口                      

１００．近藤 勝矢 （初段・168cm/68kg） 

    ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ  直轄愛媛西条 

１０１．井上 秀司 （初段・173cm/70kg） 

 

階級 試合時間 拳 脛 
金 

的 
頭 

下 

腹 

部 

胸 

マガ 

ウ｜ 

スド 

膝 

幼年の部 
１分３０秒/１分 

体重判定(軽い方が勝者) 
○ ○ ○ ●    ○ 

小１～６ 

の部（男女） 

１分３０秒/１分３０秒 

体重判定（３ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ●    ○ 

中学の部 
１分３０秒/１分３０秒 

体重判定（５ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ▲ ◎ ◎ ○ ○ 

高校・壮年の部 

一般初級 

２分/２分 

体重判定（５ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ▲ ◎ ◎ ○ ○ 

一般部上級 
３分/２分/２分 

体重判定（10ｋｇ有効） 
  ○  ◎ ◎   

体重判定で勝敗が決しない場合は、再延長（延長と同じ時間） 

○：各自の物を使用 ●：主催者が使用（但し公認の物であれば自分の物利用可） 

▲：主催者が準備をしますが、可能であれば自分用を用意 

◎：女子は着用義務。各自で用意 

拳・脛サポーターに関しては公平を期すため、各自で極真会館公認の物をご用意ください。 

又、下腹部ガード・胸パッドについても公認の物をご用意下さい。 

ヘッドギアは主催側で用意した公認ヘッドギアを使用します。 

中学生以上のヘッドガードは主催者側でも用意しますが、稽古中でも使うことがあるので自分用のヘッドガ

ードの購入をお願い出来れば幸いです。 

高校生以上の試合につきましては、拳サポーターはオープンフィンガーになります。 

 


