
大会規定 

 

型競技（個人戦） 

 小学１～３年 小学４～６年 中高生 一 般 壮 年 

区分 男女混合 19-40 歳 ４１歳以上 

入賞対象 １位～３位までの３名 

指定型１ 平安Ⅰ（１） 平安Ⅱ（２） 平安Ⅴ（５） 平安Ⅴ（５） 平安Ⅴ（５） 

指定型２ 平安Ⅲ（３） 平安Ⅳ（４） 突きの型 突きの型 突きの型 

判 定 指定型１と指定型２の点数の合計点で順位を決めます。 

 

型競技（団体戦） 

 小学団体 一般団体 

区分 小学６年以下 中学以上 

入賞対象 １位～３位までのチーム 

指定型 平安Ⅱ（２） 平安Ⅴ（５） 

自由型 平安Ⅰ～Ⅴ・突きの型、・砕小・撃砕大・最破・観空のいずれか 

判 定 指定型１と指定型２の点数の合計点で順位を決めます。 
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小２～小６の部 
１分３０秒/１分 

体重判定（３ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ●    ○ 

中学・中高の部 
１分３０秒/１分３０秒 

体重判定（５ｋｇ有効） 
○ ○ ○ ▲   ○ ○ 

壮年の部 ２分 ○ ○ ○ ▲   ○ ○ 

一般初級の部 ２分 ○ ○ ○ ▲    ○ 

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 

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。 

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。中高校生の大会については、今回は布製拳サポーターを使用します。 

壮年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。 

壮年・一般の試合は、体力面・怪我のリスクを考慮し本線のみとします。優位順位は、①勝利数②一本・技

有の数③旗の数④体重の軽い方とします。 



２０１７ 山口県下交流試合 記録表 

 

小学 2･3 年 型の部 平安 Ⅰ 平安 Ⅲ 総得点 

青山穂乃華（ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ・防 府・９級）    

落合 爽太（ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ・宇 部・10 級）    

河津 圭祐（ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ・小野田・９級)    

倉重 潤也（ｸﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ・小野田・10 級）    

竹内 一旗（ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ・宇 部・９級）    

池尻 一紀（ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ・宇 部・10 級）    

中村 壮甫（ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ・山 口・無級）    

山本 智久（ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ・宇 部・９級）    

吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ・小野田・10 級）    

 

小学４年 型の部 平安 Ⅱ 平安 Ⅳ 総得点 

伊藤 幸貴（ｲﾄｳ ｺｳｷ・小野田・５級）    

川元 優豪（ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ・宇 部・８級）    

髙田 琉翔（ﾀｶﾀ ﾘｭｳﾄ・防 府・９級)    

田原 生大（ﾀﾊﾗ ｳﾀ・山 口・６級）    

花田 虎輝（ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ・山 口・10 級）    

 

小学５・６年 型の部 平安 Ⅱ 平安 Ⅳ 総得点 

落合 美月（ｵﾁｱｲ ﾐﾂﾞｷ・宇 部・９級）    

中村 仁子（ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ・山 口・９級）    

宮部 拓斗（ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ・山 口・８級)    

久冨 浩暉（ﾋｻﾄﾐ ﾋﾛｷ・防 府・無級）    

 

中学・壮年 型の部 平安 Ⅴ 突きの型 総得点 

石森 文久（ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ・周南下松・２級）    

中丸 力夢（ﾅｶﾑﾗ ﾘﾑ・周南下松・６級）    

野坂 和典（ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ・周南下松・６級)    

山田佳寿美（ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾐ・宇 部・１級）    

 



小学２年 組手の部① 青山穂乃華 竹内一旗 吉田 空 

青山穂乃華（ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ・防 府・９級）  １ ９ 

竹内 一旗（ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ・宇 部・９級）   ２２ 

吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ・小野田・10 級）    

 

小学２年 組手の部② 中野遥斗 池尻一紀 倉重潤也 

中野 遥斗（ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ・宇 部・10 級）  ２ １０ 

池尻 一紀（ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ・宇 部・10 級）   ２３ 

倉重 潤也（ｸﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ・小野田・10 級）    

 

小学 2 年 組手の部 3 位決定戦 

   組手①の２位（          ） 

                     

   組手②の２位（          ） 

小学 2 年 組手の部 決勝戦 

   組手①の１位（          ） 

                     

   組手②の１位（          ） 

                        

小学３年 組手の部② 落合爽太 河津圭祐 中谷光貴 中村壮甫 

落合 爽太（ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ・宇 部・10 級）  １１ ２４ ３６ 

河津 圭祐（ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ・小野田・９級)   ３７ ２５ 

中谷 光貴（ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ・山 口・８級）    １２ 

中村 壮甫（ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ・山 口・無級）     

 

 

小学４年 組手の部① 伊藤幸貴 髙田琉翔 花田虎輝 

伊藤 幸貴（ｲﾄｳ ｺｳｷ・小野田・５級）  ３ １３ 

髙田 琉翔（ﾀｶﾀ ﾘｭｳﾄ・防 府・９級)   ２６ 

花田 虎輝（ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ・山 口・10 級）    

 

小学４年 組手の部② 川元優豪 田原生大 林 玲央 

川元 優豪（ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ・宇 部・８級）  ４ １４ 

田原 生大（ﾀﾊﾗ ｳﾀ・山 口・６級）   ２７ 

林  玲央（ﾊﾔｼ ﾚｵ・下 関・８級）    



 

小学４年 組手の部 3 位決定戦 

   組手①の２位（          ） 

                     

   組手②の２位（          ） 

小学４年 組手の部 決勝戦 

   組手①の１位（          ） 

                     

   組手②の１位（          ） 

 

 

小学５，６年 組手の部 池田幸次朗 宮部拓斗 中村仁子 

池田幸次朗（ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ・松 江・８級）  １５ ２８ 

宮部 拓斗（ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ・山 口・８級)   ４５ 

中村 仁子（ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ・山 口・９級）    

 

 

中学 軽量級 組手の部 徳山 優人 中丸力夢 藤原平羅 

徳山 優人（ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾄ・山 口・６級）  １６ ２９ 

中丸 力夢（ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ・周南下松・６級）   ４６ 

藤原 平羅（ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾗ・山 口・８級）    

 

中高 重量級 組手の部 伊藤悠基 岩元 仙 上田 泰義 

伊藤 悠基（ｲﾄｳ ﾕｳｷ・小野田・４級）  １７ ３０ 

岩元  仙（ｲﾜﾓﾄ ﾀｽｸ・浜 田・４級）   ４７ 

上田 泰義（ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ・小野田・８級）    

 

 

壮年 組手の部 石森文久 今井康裕 尾本 裕 野坂和典 山根好弘 

石森 文久（ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ・周南下松・２級）  ５ １８ ３１ ３９ 

今井 康裕（ｲﾏｲ ﾔｽﾋﾛ・直轄松江・４級）   ４８ １９ ３２ 

尾本  裕（ｵﾓﾄ ﾋﾛｼ・周南下松・５級）    ４０ ６ 

野坂 和典（ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ・周南下松・６級）     ４９ 

山根 好弘（ﾔﾏﾈ ﾖｼﾋﾛ・周南下松・初段）      

 

 



一般初級 組手の部 岡村直樹 亀井瑠太 高山賢治 永見卓也 林田大樹 

岡村 直樹（ｵｶﾑﾗ ﾅｵｷ・直轄松江・無級）  ７ ２０ ３３ ４１ 

亀井 瑠太（ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀ・周南下松・９級）   ５０ ２１ ３４ 

高山 賢治（ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ・山 口・４級）    ４２ ８ 

永見 卓也（ﾅｶﾞﾐ ﾀｸﾔ・下 関・無級）     ５１ 

林田 大樹（ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｷ・下 関・６級）      

 

 

団体型の部 指定型 自由型 高山賢治 

    

    

    

    

    

 

 


