
【 型 競 技 】 
各部門 幼年～小学３年 小学４～６年 壮年 一般（中学生以上） 

指定型 平安Ⅲ（３） 平安Ⅳ（５） 撃塞小 撃塞大 

自由型 
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） 

 

小学１，２年 
指定型（平安Ⅲ） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

1 

オガワ ハヤト 

                          小川  隼 

無級 秋穂 

2 

イトウ リノ 

                          伊藤 凛乃 

９級 宇部 

3 

イケジリ カズキ 

                          池尻 一紀 

１０級 宇部 

4 

タケウチ カズキ 

                          竹内 一旗 

９級 宇部 

5 

ノムラ ロウサ 

                          野村 朗咲 

無級 秋穂 

小学３年 
指定型（平安Ⅲ） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

6 

オチアイ アオ 

                          落合 亜乙 

無級 島根松江 

7 

カワズ ケイスケ 

                          河津 圭祐 

８級 小野田 

8 

オチアイ ソウタ 

                          落合 爽太 

10級 宇部 

9 

ナカムラ ソウスケ 

                          中村 壮甫 

無級 山口 

10 

ノムラ ココロ 

                          野村こころ 

７級 秋穂 

11 

ヤノ ハルナ 

                          矢野 遥菜 

４級 福岡西 



                

小学４年 
指定型（平安Ⅴ） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

12 

カワモト ユウゴウ 

                          川元 優豪 

８級 宇部 

13 

ツジタ ハジメ 

                          辻田 一歩 

８級 宇部 

14 

タハラ ウタ 

                          田原 生大 

６級 山口 

15 

ハナダ トキ 

                          花田 虎輝 

10級 山口 

16 

イトウ コウキ 

                          伊藤 幸貴 

５級 小野田 

17 

タカタ リュウト 

                          髙田 琉翔 

７級 防府 

小学５、６年 
指定型（平安Ⅴ） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

18 

ヒサトミ ヒロキ 

                          久冨 浩睴 

９級 防府 

19 

ナカムラ サトコ 

                          中村 仁子 

９級 山口 

20 

ミヤベ タクト 

                          宮部 拓斗 

８級 山口 

21 

ササキ ユウト 

                          佐々木悠斗 

４級 宇部 

22 

オチアイ ミヅキ 

                          落合 美月 

９級 宇部 

23 

ノムラ カナコ 

                          野村 奏心 

６級 秋穂 

  

 

 
                        

 



小学５、６年（続き） 
指定型（平安Ⅴ） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

24 

ワダ アキト 

                          和田 空斗 

９級 秋穂 

25 

カワオカ マナ 

                          河岡 茉奈 

５級 宇部 

26 

オチアイ カザン 

                          落合 華山 

無級 島根松江 

壮年 
指定型（激塞小） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

27 

ノサカ カズノリ 

                          野坂 和典 

６級 光 

28 

ヤマダ カスミ 

                          山田佳寿美 

１級 宇部 

29 

ヨシダ ケンイチ 

                          吉田 健一 

２級 島根松江 

一般 
指定型（撃塞大） 自由型   

主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 主審 副１ 副２ 副３ 副４ 得点 合計 

30 

カメイ リュウタ 

                          亀井 瑠太 

８級 光 

31 

フジワラ タイラ 

                          藤原 平羅 

７級 山口 

32 

ナカマル リム 

                          中丸 力夢 

４級 光 

33 

ノムラ ホノカ 

                          野村穂乃香 

２級 宇部 

34 

カワノシュウタロウ 

                          河野柊太郎 

１級 防府 

35 

ハシムラ アミ 

                          橋村 亜美 

１級 防府 

 



【 組 手 競 技 】 

階級 試合時間 拳 脛 
金 

的 
頭 

下 

腹 

部 

胸 

マガ 

ウ｜ 

スド 

膝 

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） 
○ ○ ○ ▲ ◎ ◎ ○ ○ 

壮年・一般の部 
２分/２分 

体重判定（５ｋｇ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。 

 

小学 1,2 年男子 

 

 重村 叶夢 吉田  空 池尻 一紀 竹内 一旗 

３６．重村 叶夢(ｼｹﾞﾑﾗ ｶﾅﾒ) 

小野田（無級・110cm/19kg） 
 Ａ－５ Ａ－１９ Ａ－３３ 

３７．吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ) 

小野田（10 級・123cm/23kg） 
  Ａ－３４ Ａ－２０ 

 ３．池尻 一紀(ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ) 

宇部（10 級・120cm/24kg） 
   Ａ－６ 

 ４．竹内 一旗（ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ） 

   宇部（９級・119cm/23kg） 
    

 

小学 2,3 年女子 

 

 青山穂乃華 野村こころ 矢野 遥菜 

３８．青山穂乃華(ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ) 

防府（９級・115cm/22kg） 
 Ａ－７ Ａ－２１ 

１０．野村こころ(ﾉﾑﾗ ｺｺﾛ) 

秋穂（７級・126cm/24kg） 
  Ａ－３５ 

１１．矢野 遥菜(ﾔﾉ ﾊﾙﾅ) 

福岡西（４級・130cm/28kg） 
   



 

 

 

小学３年男子 

 

 河津 圭祐 落合 爽太 中村 壮甫 中谷 光貴 

 ７．河津 圭祐(ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ) 

小野田（８級・128cm/30kg） 
 Ａ－８ Ａ－２２ Ａ－３６ 

 ８．落合 爽太(ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ) 

宇部（10 級・140cm/31kg） 
  Ａ－３７ Ａ－２３ 

 ９．中村 壮甫(ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ) 

山口（無級・130cm/28kg） 
   Ａ－９ 

３９．中谷 光貴（ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ） 

   山口（８級・124cm/23kg） 
    

 

 

 

小学 4 年男子 

 

リーグ戦 ① 川元 優豪 辻田 一歩 田原 生大 

１２．川元 優豪(ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ) 

宇部（８級・138cm/32kg） 
 Ａ－１ Ａ－１０ 

１３．辻田 一歩(ﾂｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ) 

宇部（８級・138cm/37kg） 
  Ａ－２４ 

１４．田原 生大(ﾀﾊﾗ ｳﾀ) 

山口（６級・136cm/31kg） 
   

リーグ戦 ② 花田 虎輝 伊藤 幸貴 髙田 琉翔 

１５．花田 虎輝(ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ) 

山口（10 級・120cm/19kg） 
 Ａ－２ Ａ－１１ 

１６．伊藤 幸貴(ｲﾄｳ ｺｳｷ) 

小野田（５級・131cm/31kg） 
  Ａ－２５ 

１７．髙田 琉翔(ﾀｶﾀ ﾘｭｳﾄ) 

防府（７級・127cm/25kg) 
   

 

  三位決定戦 

    リーグ戦①の２位 

                          

   リーグ戦②の２位 

  

 決勝戦 

    リーグ戦①の１位 

                          

   リーグ戦②の１位 



 

 

 

小学 5,6 年男女・中学１年女子 

 

リーグ戦 ① 中坪  由 和田 空斗 池田幸次朗 

４０．中坪  由（ﾅｶﾂﾎﾞ ﾕｲ） 

宇部（６級・164cm/52kg） 
 Ａ－３ Ａ－１２ 

２４．和田 空斗（ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ) 

秋穂（９級・146cm/43kg） 
  Ａ－２６ 

４１．池田幸次朗(ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ) 

島根松江（８級・154cm/48kg） 
   

リーグ戦 ② 佐々木悠斗 久冨 浩睴 青山 優衣 

２１．佐々木悠斗(ｻｻｷ ﾕｳﾄ) 

宇部（４級・143cm/38kg） 
 Ａ－４ Ａ－１３ 

１８．久冨 浩睴(ﾋｻﾄﾐ ﾋﾛｷ) 

防府（９級・150cm/42kg） 
  Ａ－２７ 

４２．青山 優衣(ｱｵﾔﾏ ﾕｲ) 

島根松江（３級・150cm/39kg) 
   

 

  三位決定戦 

    リーグ戦①の２位 

                          

   リーグ戦②の２位 

  

 決勝戦 

    リーグ戦①の１位 

                          

   リーグ戦②の１位 

 

 

 

中学男子 組手 

    ﾖｼﾑﾗ ﾃﾝﾔ   小野田 

４３．吉村 天弥 （２級・169cm/60kg） 

   ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ  小野田 

４４．上田 泰義 （８級・167m/67kg）             優    勝 

ｵｵｲｼ ﾊﾙﾄ   渕上道場 

４５．大石 陽士 （３級・150cm/42kg） 

  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾗ   山口 

３１．藤原 平羅 （８級・150cm/40kg） 

ｶﾜﾉ ｼｭｳﾀﾛｳ  防府 

３４．河野柊太郎 （１級・150cm/46kg） 

 

 



 

壮年４５歳以上 組手 

   ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾋﾛ  光 

４６．山根 好弘 （初段・170cm/72kg） 

     ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ  島根松江 

４７．後藤 昭雄 （７級・168cm/70kg） 

   ｶｽﾞｲ ｻﾄｼ   光                     優    勝 

４８．数井 諭  （初段・170cm/75kg） 

ｻｶｶﾞﾐ ﾀｶｼ   光 

４９．坂上  卓 （無級・167cm/75g） 

  ﾌｸﾊﾞ ﾅｵﾀｹ  島根松江 

５０．福庭 尚武 （６級・167cm/65kg） 

ｲﾏｲ  ﾔｽﾋﾛ  島根松江 

５１．今井 康裕 （４級・162cm/69g） 

  ﾉｻｶ  ｶｽﾞﾉﾘ  光 

５２．野坂 和典 （６級・171cm/72kg） 

 

一般・壮年 35-44 歳 落合 真一 桑原 伸也 亀井 瑠太 

５３．落合 真一(ｵﾁｱｲ ｼﾝｲﾁ) 

山口（参段・168cm/90kg） 
 Ａ－１８ Ａ－３２ 

５４．桑原 伸也(ｸﾜﾊﾗ ｼﾝﾔ) 

山口（２級・167cm/72kg） 
  Ａ－４６ 

３０．亀井 瑠太(ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀ) 

   光（８級・187cm/75kg） 
   

 


