
第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 1

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

九州 糸洲会 01039 井出　俊郎 鶴田　悠悟 小学1年男子組手

九州 大濤会 07003 野上　修一 田中　美羽 高校女子形

九州 大濤会 07003 野上　修一 佐々木　隆人 マスターズ男子2部形 50～59歳

九州 大濤会 07036 新野　豊文 岩下　優也 高校男子組手

九州 大濤会 07040 植木　満 矢羽田　紘生 高校男子組手

九州 大濤会 07045 山口　己知郎 池田　遼蒼 小学1年男子形

九州 大濤会 07045 山口　己知郎 蒲地　翔真 小学4年男子形

九州 大濤会 07045 山口　己知郎 小柳　海結 小学2年女子形

九州 大濤会 07045 山口　己知郎 渋谷　海而 高校男子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 鹿川　結翔 小学3年男子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 内田　 航太 小学3年男子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 内田　航太 小学3年男子組手

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 野添　太陽 小学5年男子形 小学5年男子組手

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 野添　美空 小学3年女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 野添　美空 小学3年女子組手

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 荒川　叶音 小学4年女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 前田　優季 小学5年女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 山下　愛心 小学6年女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 山下　真巨 中学男子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 内田　早耶 中学女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 銀杏田　 愛花 中学女子形

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 西山　大智 成年男子組手

九州 大濤会 07046 西山　徳幸 木原　愛菜 成年女子形

九州 大濤会 07049 松元　和成 木原　埜絢 小学1年女子形

九州 大濤会 07049 松元　和成 荒川　大悟 中学男子形

地区名　：　九州
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九州 大濤会 07050 新西　一久 津曲　向日葵 小学3年女子組手

九州 大濤会 07050 新西　一久 佐藤　りら 小学6年女子組手

九州 大濤会 07050 新西　一久 坂脇　丈路 中学1年男子組手

九州 大濤会 07050 新西　一久 佐藤　さくら 中学2年女子組手

九州 大濤会 07050 新西　一久 坂脇　虹音 中学2年女子組手

九州 大濤会 07087 安藤　亮平 南里　心月 小学3年女子形

九州 大濤会 07087 安藤　亮平 南里　柚月 中学2年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 安坂　豪 小学1年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 松尾　伊織 小学2年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 穴井　煌士 小学2年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 伊東　舜太朗 小学4年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 寺田　こと葉 小学1年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 橋本　彩加 小学2年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 古野　愛佳 小学2年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 穴井　羽奏 小学4年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 徳光　絆心 小学5年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 松尾　琴葉 小学5年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 丸吉　芽生 小学6年女子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 橋本　龍人 中学3年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 原戸　亮輔 中学3年男子組手

九州 大濤会 07121 橋本　章徳 杉山　妃都 中学3年女子組手

九州 松武会 62000 松村　耕一 芹川　京 小学3年女子形

九州 松武会 62000 松村　耕一 吉迫　夏希 高校女子形

九州 松武会 62000 松村　耕一 吉迫　夏希 高校女子組手

九州 松武会 62001 濱洲　英星 石井　奏多 小学2年男子形

地区名　：　九州



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 1

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

九州 松武会 62001 濱洲　英星 江﨑　大和 高校男子形

九州 松武会 62001 濱洲　英星 濱津　花恋 高校女子組手

九州 松武会 62001 濱洲　英星 吉田　啓希 成年男子形

九州 松武会 62014 上村　誠司 木下　海里 小学4年男子組手

九州 松武会 62014 上村　誠司 外田　昇太郎 小学6年男子組手

九州 松武会 62014 上村　誠司 木下　瑠人 中学2年男子組手

九州 松武会 62014 上村　誠司 木下　祝 マスターズ女子1部形 35～44歳

九州 松武会 62018 奥平　琢己 肥後　ことね 中学1年女子組手

九州 松武会 62018 奥平　琢己 肥後　遼之慎 高校男子形

九州 松武会 62018 奥平　琢己 肥後　遼之慎 高校男子組手

九州 松武会 62018 奥平　琢己 奥平　匡翁 成年男子組手

九州 松武会 62018 奥平　琢己 奥平　誉志宗 成年男子組手

九州 松武会 62018 奥平　琢己 冨迫　孝一 マスターズ男子2部形 50～59歳

九州 空心会 71021 森野　修二 神酒　大惺 小学1年男子組手

九州 空心会 71021 森野　修二 神酒　怜心 小学3年男子組手

九州 空心会 71021 森野　修二 山本　湊士 小学5年男子組手

九州 空心会 71021 森野　修二 山本　彪真 中学1年男子組手

九州 空心会 71025 岡本　信寿 岡本　右嗣 マスターズ男子1部形 40～49歳 マスターズ男子1部組手 40～49歳

九州 空心会 71025 岡本　信寿 杉浦　和巳 マスターズ男子1部組手 40～49歳

九州 空心会 71025 岡本　信寿 久野　健一 マスターズ男子1部組手 40～49歳

九州 正剛会 77004 三木　和信 網田　沙弥伽 小学3年女子形

九州 正剛会 77004 三木　和信 網田　沙弥伽 小学3年女子組手

九州 正剛会 77004 三木　和信 有吉　珠音 小学6年女子形

九州 正剛会 77004 三木　和信 下田　留華 中学女子形 中学3年女子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 吉田　顕 小学6年男子組手

地区名　：　九州
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九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 神宮　陽葵 小学1年女子形 小学1年女子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 俵　一瑠 小学4年女子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 月成　唯華 小学5年女子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 俵　一恩 中学2年男子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 月成　駿斗 中学3年男子組手

九州 正剛会 77022 明吉　俊雄 橋本　拓海 高校男子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 八頭司　高昌 中学1年男子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 田村　比呂 中学1年男子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 才原　莉緒 中学1年女子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 玉井　杏 中学1年女子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 渡部　優真 成年男子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 八頭司　恭仁 成年男子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 八頭司　明 成年女子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 八頭司　歩 成年女子組手

九州 正剛会 77033 池　澄 柴田　夢奈 成年女子組手

九州 正剛会 77039 駒井　稔隆 杉田　愛栞 小学6年女子形 小学6年女子組手

九州 正剛会 77039 駒井　稔隆 白坂　友結里 中学2年女子組手

九州 正剛会 77040 東島　秀一 小野　華歩実 小学2年女子組手

九州 正剛会 77040 東島　秀一 石川　莉枝 中学3年女子組手

九州 正剛会 77042 末松　奈美 岩谷　明音珠 小学1年男子形

九州 正剛会 77042 末松　奈美 河手　感 小学1年男子形

九州 正剛会 77042 末松　奈美 坂口　璃橙 小学3年男子組手

九州 正剛会 77042 末松　奈美 坂口　龍太郎 小学4年男子組手

九州 正剛会 77042 末松　奈美 坂口　創弥 小学5年男子形

九州 正剛会 77042 末松　奈美 富永　悠大 小学6年男子形

地区名　：　九州
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九州 正剛会 77042 末松　奈美 手老　芽花 小学1年女子形

九州 正剛会 77042 末松　奈美 岩谷　玲珠優 小学3年女子組手

九州 正剛会 77042 末松　奈美 吉野　莉紗 小学4年女子形

九州 正剛会 77042 末松　奈美 岩谷　珠優音 小学5年女子形

九州 正剛会 77049 岡田　廣昭 木村　政義 中学2年男子組手

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 新里　彪磨 小学2年男子形 小学2年男子組手

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 石川　琳翔 小学2年男子組手

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 金城　絆力 小学3年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 神谷　晃哉 小学3年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　歩希 小学4年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 永山　瑛太 小学5年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　琉心 小学6年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 井上　凛太郎 小学6年男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　杏里 小学2年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　里琉 小学2年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 兼島　佳那多 小学3年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　かなさ 小学4年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 瑞慶山　千寿 小学5年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 島袋　美音 小学6年女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 神谷　晃汰 中学男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 新垣　琉空 中学男子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 糸洲　心結 中学女子形

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 木村　竜仁 マスターズ男子1部形 40～49歳

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 伊敷　邦雄 マスターズ男子2部形 50～59歳

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 三枝　信康 マスターズ男子2部形 50～59歳

地区名　：　九州
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九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 糸洲　朝武 マスターズ男子1部形 40～49歳

九州 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 浦野　直恵 マスターズ女子2部形 45歳～

九州 賢友流 85028 福迫　大司 大串　海ムサフィリ 小学4年男子形 小学4年男子組手

九州 賢友流 85028 福迫　大司 福﨑　翔太 小学5年男子組手

九州 賢友流 85028 福迫　大司 東中川　莉彩 中学女子形 中学1年女子組手

九州 賢友流 85028 福迫　大司 印口　奈緒 高校女子形

九州 賢友流 85028 福迫　大司 印口　翔太 成年男子形

九州 賢友流 85028 福迫　大司 印口　佳奈 成年女子形

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 吉田　結俐 小学5年男子組手

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 久野　珠杏 小学1年女子組手

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 笠井　あや 小学4年女子組手

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 岩永　悠希 中学2年男子組手

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 萩原　颯士 高校男子組手

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 田島　有珠 高校女子形

九州 朋城会 87001 張原　啓吾 峯　彩夏 高校女子組手

地区名　：　九州
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北信越 糸洲会 01079 小崎　敏弘 髙村　らん 小学6年女子形

北信越 糸洲会 01079 小崎　敏弘 舟川　楓 成年女子形

北信越 糸洲会 01079 小崎　敏弘 関谷　智子 マスターズ女子2部形 45歳～ マスターズ女子2部組手 45～54歳

北信越 糸洲会 01079 小崎　敏弘 長澤　吟 小学6年男子形 小学6年男子組手

北信越 糸洲会 01079 小崎　敏弘 西田　優亜 小学5年女子組手

北信越 大濤会 07026 石村　秀一 久保田　晴翔 小学3年男子形

北信越 大濤会 07026 石村　秀一 竹内　そう 小学3年男子形

北信越 大濤会 07026 石村　秀一 久保田　碧 小学6年男子形

北信越 大濤会 07028 田辺　良文 飯田　栞偉 小学1年男子形

北信越 大濤会 07028 田辺　良文 中野　丈太郎 小学3年男子組手

北信越 大濤会 07028 田辺　良文 勝呂　誠亜 小学3年男子組手

北信越 大濤会 07028 田辺　良文 飯田　凛生 小学3年男子組手

北信越 大濤会 07028 田辺　良文 杉山　夢来 小学6年男子組手

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 丸井　秋結 小学4年女子形

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 西牆　夏萌 小学2年女子組手

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 新本　莉子 小学4年女子組手

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 中川　みや 中学3年女子組手

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 片田　千晴 小学5年男子組手

北信越 大濤会 07031 鶴島　秀樹 宮竹　響 中学3年男子組手

北信越 大濤会 07052 島倉　弘安 清水　優雅 小学3年男子組手

北信越 大濤会 07052 島倉　弘安 田中　寿志 成年男子組手

北信越 大濤会 07065 市川　政保 関　羽未 小学1年女子形

北信越 大濤会 07065 市川　政保 関　陸来 小学3年男子形

北信越 大濤会 07065 市川　政保 小島　蒼弥 小学3年男子形

北信越 大濤会 07065 市川　政保 関　奏来 小学5年男子形

地区名　：　北信越



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 2

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

北信越 大濤会 07077 出村　祥一郎 濵田　佳風 中学男子形 中学3年男子組手

北信越 大濤会 07077 出村　祥一郎 近藤　結芽 中学2年女子組手

北信越 大濤会 07077 出村　祥一郎 大橋　翼 小学2年男子組手

北信越 大濤会 07077 出村　祥一郎 大橋　輝 小学5年男子組手

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 五味　希喜 小学6年女子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 平野　七葉 中学女子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 久保田　結 高校女子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 松本　祐輝 小学4年男子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 横澤　光星 小学5年男子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 金谷　月輝 中学男子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 五味　千空 中学男子形

北信越 大濤会 07099 遠山　現賢 平野　源空 中学男子形

北信越 大濤会 07100 小林　匠 桐小林　廉 小学5年男子形

北信越 大濤会 07100 小林　匠 曽根　大暉 小学5年男子組手

北信越 草野派 08024 楠　謙一 野畠　歩有 小学3年女子形

北信越 草野派 08024 楠　謙一 奥野　紫月 小学5年女子形

北信越 草野派 08024 楠　謙一 野畠　沙那 中学女子形

北信越 草野派 08024 楠　謙一 黒﨑　源太 小学2年男子形

北信越 草野派 08024 楠　謙一 橋本　京介 小学4年男子形

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 城岡　亜紗海 中学女子形

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 菅原　瑞希 中学女子形

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 小倉　海晴 小学1年男子形 小学1年男子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 稲盛　平大 小学2年男子形

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 石黒　恵大 小学5年男子形

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 安川　信太朗 成年男子形

地区名　：　北信越



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 2

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 青木　誠 マスターズ男子2部形 50～59歳 マスターズ男子2部組手 50～59歳

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 土井　虹愛 小学1年女子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 高橋　もも香 小学6年女子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 老田　有紀音 中学1年女子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 五十嵐　海隼 小学4年男子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 浅野　烈 中学1年男子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 石黒　雅也 中学2年男子組手

北信越 泉武会 27022 五十嵐　剛 石黒　円鹿 マスターズ男子1部組手 40～49歳

北信越 聖心会 72014 モハメッド　ヌルルエラヒ 駒沢　聖祈 小学3年女子形 小学3年女子組手

北信越 正剛会 77019 小林　吉幸 池田　茉央 小学2年女子形

北信越 正剛会 77019 小林　吉幸 増村　萌々子 小学4年女子形

北信越 正剛会 77019 小林　吉幸 嶌田　維空 小学2年男子組手

北信越 正剛会 77019 小林　吉幸 嶌田　志絆 小学4年男子組手

北信越 正剛会 77034 岡島　周子 澤田　英之 マスターズ男子1部形 40～49歳

北信越 正剛会 77034 岡島　周子 澤田　紗良 小学6年女子組手

北信越 正剛会 77034 岡島　周子 長家　拓真 小学5年男子組手

地区名　：　北信越



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 3

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東海 糸洲会 01060 深田　茂 石田　真幌 小学1年男子形

東海 糸洲会 01060 深田　茂 石田　夏依莉 小学4年女子形

東海 糸洲会 01060 深田　茂 鈴木　優衣 中学2年女子組手

東海 糸洲会 01060 深田　茂 加藤　咲菜 高校女子組手

東海 糸洲会 01060 深田　茂 深田　茂 マスターズ男子3部形 60歳～

東海 泊親会 15013 堀川　博明 赤池　胡音 小学4年女子形

東海 泊親会 15013 堀川　博明 渡邉　寧々 小学5年女子形

東海 泊親会 15013 堀川　博明 野中　うらら 中学女子形

東海 泊親会 15013 堀川　博明 仁科　美南 小学1年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 海沼　踏地 小学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 市川　佳汰 小学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 佐藤　遥希 小学2年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 丹羽　然 小学2年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 市川　千夏 小学3年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 藤村　栞愛 小学3年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 小長井　好 小学3年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 原田　心花 小学4年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 堀川　快成 小学4年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 桐竹　悠生 小学4年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 近藤　舞桜 小学5年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 杉山　唯愛 小学5年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 市川　一汰 小学5年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 北沢　柊人 小学5年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 藤原　希海 小学6年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 岩村　浩也 小学6年男子組手

地区名　：　東海



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 3

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東海 泊親会 15013 堀川　博明 清水　涼真 小学6年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 海沼　芽音 中学1年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 古俣　心 中学2年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 三藤　桃瑚 中学3年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 野田　百香 中学3年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 渡邉　世夏 中学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 原品　琉海斗 中学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 荻原　大和 中学2年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 河村　悠真 中学2年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 古俣　登也 中学3年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 後藤　琉斗 中学3年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 ノーブル　美空 小学1年女子形

東海 泊親会 15013 堀川　博明 杉山　葉琉 小学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 木村　斗唯 小学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 深沢　磨生 小学2年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 杉山　喜悠 小学4年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 麻畑　理桜 小学5年女子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 岡村　碧大 小学5年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 佐藤　雄登 小学6年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 三藤　彪拳 小学6年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 川久保　颯真 中学1年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 中原　羽音 中学3年男子組手

東海 泊親会 15013 堀川　博明 安本　康祐 中学3年男子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 佐々木　雅仁 小学2年男子形

東海 松真会 17003 清川　孝 堀口　星莉 小学4年女子組手

地区名　：　東海



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 3

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東海 松真会 17003 清川　孝 清川　愛果 小学6年女子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 川端　柊羅 小学3年男子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 清川　聖真 小学2年男子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 清川　心花 小学5年女子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 藤田　淳希 中学2年男子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 清川　優匠 中学2年男子組手

東海 松真会 17003 清川　孝 中野　結菜 中学3年女子組手

東海 拳和会 18011 桑子　和也 間瀬　涼花 小学1年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 河瀬　なな 小学1年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 小林　眞花 小学2年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 柿木　美穂 小学2年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 畑中　芽衣 小学3年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 山本　愛湖 小学3年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 柿木　美咲 小学5年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 奥川　ゆり菜 小学6年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 押谷　佳奈 小学6年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 榊󠄀原　百華 小学6年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 磯貝　道介 小学1年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 小原　幹大 小学1年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 志村　大然 小学2年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 河瀬　旭 小学2年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 竹中　維吹 小学3年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 戸田　啓翔 小学3年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 住本　隆剛 小学3年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 磯貝　英介 小学4年男子形

地区名　：　東海



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 3

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東海 拳和会 18011 桑子　和也 佐々　楓 小学4年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 藤井　輝央 小学4年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 茶谷　泰遥 小学4年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 畑中　康佑 小学5年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 伊藤　総志 小学5年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 志村　総大 小学5年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 浅井　健琉 小学6年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 三厨　修士 小学6年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 竹中　絃貴 小学6年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 藤井　夢徠 中学女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 柚木﨑　日向 中学女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 浅井　丈一朗 中学男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 高内　陸豊 中学男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 柿木　啓輔 中学男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 磯貝　大介 中学男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 森田　結衣 高校女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 森田　モモ 高校女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 森田　康介 高校男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 南本　愛良 成年女子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 年代　海里 成年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 桑子　明大 成年男子形

東海 拳和会 18011 桑子　和也 間瀬　涼花 小学1年女子組手

東海 拳和会 18011 桑子　和也 森田　結衣 高校女子組手

東海 拳和会 18011 桑子　和也 竹内　賢哉 成年男子組手

東海 拳和会 18011 桑子　和也 桑子　和也 マスターズ男子2部形 50～59歳

地区名　：　東海



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 3

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東海 拳和会 18011 桑子　和也 新美　知彦 マスターズ男子2部形 50～59歳

東海 拳和会 18011 桑子　和也 三厨　晴恵 マスターズ女子2部形 45歳～

東海 拳和会 18011 桑子　和也 小向　隼人 マスターズ男子1部組手 40～49歳

東海 拳和会 18011 桑子　和也 亀澤　忠行 マスターズ男子1部組手 40～49歳

東海 泉武会 27017 佐藤　幹治 佐藤　晴嘉 小学2年女子形 小学2年女子組手

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 塚本　壱基 小学1年男子形

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 塚本　桃羽 小学3年女子組手

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 江波戸　悠成 小学3年男子組手

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 髙木　潤太朗 小学3年男子組手

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 溝口　譲志 小学3年男子形

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 栗田　真生 小学3年男子組手

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 髙塚　彩夏 中学女子形

東海 龍鳳会 81001 佐久本　嗣男 岡田　篤季 高校男子形

地区名　：　東海



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 4

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

中国・四国 糸洲会 01042 野島　千佳 長渡　美桜 小学5年女子形

中国・四国 糸洲会 01042 野島　千佳 岸菜　克巳 マスターズ男子2部形 50～59歳

中国・四国 糸洲会 01042 野島　千佳 滝本　晄大 小学1年男子組手

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 坂本　瑞季 小学4年女子形 小学4年女子組手

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 岡田　真央 小学6年女子形

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 新屋　忠希 小学2年男子組手

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 小林　かおり マスターズ女子1部形 35～44歳

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 岡田　満里 マスターズ女子2部形 45歳～ マスターズ女子2部組手 45～54歳

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 脊古　雄介 成年男子組手

中国・四国 糸洲会 01080 玉田　卓 戸原　唯愛 小学1年女子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 木下　こころ 小学2年女子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 渡邉　夏穂 小学2年女子組手

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 佐々木　茉梨 小学4年女子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 尾川　悠 中学女子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 小林　功宜 小学4年男子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 小谷　晨人 小学4年男子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 栗原　怜之 中学男子形

中国・四国 糸洲会 01082 松野　一弘 堀　一聖 中学男子形

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 宮本　琴葉 小学4年女子組手

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 山本　咲八 小学6年女子組手

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 藤永　悠斗 小学2年男子組手

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 藤本　侑駕 小学3年男子組手

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 香川　未竜 小学4年男子組手

中国・四国 糸洲会 01084 芥川　佳子 福原　要汰 中学1年男子組手

中国・四国 糸洲会 01113 丸田　幹夫 小西　燎 小学3年女子組手

地区名　：　中国・四国



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 4

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

中国・四国 糸洲会 01113 丸田　幹夫 福庭　拓海 中学2年男子組手

中国・四国 糸洲会 01113 丸田　幹夫 小西　永遠 高校女子組手

中国・四国 糸洲会 01113 丸田　幹夫 浅井　諒央 中学3年男子組手

中国・四国 糸洲会 01120 矢口　勝彦 矢口　大晴 小学2年男子組手

中国・四国 糸洲会 01120 矢口　勝彦 寺西　春翔 小学3年男子組手

中国・四国 糸洲会 01120 矢口　勝彦 小川　天聖 小学3年男子組手

中国・四国 糸洲会 01120 矢口　勝彦 寺西　優太 高校男子組手

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 原　唯華 小学6年女子形

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 河本　一輝 小学3年男子形

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 花田　拓真 小学4年男子形

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 三原　康椰 小学6年男子形

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 内山　莉那 中学1年女子組手

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 齊藤　七星 成年女子形

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 前田　英雄 マスターズ男子1部形 40～49歳

中国・四国 谷修交 05083 研谷　孝志 大本　亜美 成年女子組手

中国・四国 谷修交 05098 佐藤　安良 河野　匠吾 小学6年男子形

中国・四国 谷修交 05098 佐藤　安良 河田　梨凉 小学5年女子組手

中国・四国 谷修交 05098 佐藤　安良 山﨑　海堂 中学1年男子組手

中国・四国 谷修交 05098 佐藤　安良 河田　蘭 中学1年男子組手

中国・四国 谷修交 05104 内八重　誠 源内　大士 小学2年男子形

中国・四国 谷修交 05104 内八重　誠 舩越　大輔 成年男子形

中国・四国 拳誠会 44005 赤木　勇介 赤木　結茉 小学1年女子組手

中国・四国 拳誠会 44005 赤木　勇介 川畑　志桜奈 小学5年女子組手

中国・四国 拳誠会 44005 赤木　勇介 岩下　林檎 中学2年女子組手

中国・四国 拳誠会 44005 赤木　勇介 石原　孝晟 小学4年男子組手

地区名　：　中国・四国



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 4

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

中国・四国 拳誠会 44005 赤木　勇介 岩下　獅堂 小学6年男子組手

中国・四国 拳誠会 44022 川相　慶太 塔之岡　称希 成年男子組手

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 田村　桜花 小学3年女子形

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 末永　優月 小学6年女子組手

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 安田　伝助 小学1年男子形 小学1年男子組手

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 永地　湊 小学3年男子形 小学3年男子組手

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 末永　晴琉 中学3年男子組手

中国・四国 正剛会 77006 柳　博道 田村　直正 マスターズ男子1部組手 40～49歳

中国・四国 賢友流 85026 上本　由香 池上　純平 小学4年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 豊田　詩望 小学3年女子形

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 神垣　新 小学2年男子形 小学2年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 笹原　幸咲 小学5年女子形

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 山村　汰平 小学5年男子形 小学5年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 宮川　友希 小学5年男子形

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 牛尾　隼翔 小学5年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 大石　瑛太 小学6年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 迫　明玲 中学1年女子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 山村　宗史 中学男子形 中学1年男子組手

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 異儀田　佑菜 中学女子形

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 磯村　勇輔 高校男子形

中国・四国 塩川派 88010 帆足　昌幸 迫　昌輝 マスターズ男子2部組手 50～59歳

地区名　：　中国・四国



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 青木　優奈 小学3年女子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 山本　せな 小学3年女子形 小学3年女子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 中野　真央 小学5年女子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 大宮　凜音 中学女子形 中学1年女子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 木村　涼 高校女子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 大宮　舞凜 成年女子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 片山　裕子 マスターズ女子2部形 45歳～

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 中野　亜央斐 小学1年男子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 石坂　蒼太 小学2年男子形 小学2年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 北村　ムサアミール 小学2年男子形 小学2年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 村越　駿 小学2年男子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 長瀬　大和 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 沓澤　凌太郎 小学5年男子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 長瀬　波靖人 小学5年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 松本　裕生 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 金子　右京 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 喜多村　櫂世 小学6年男子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 山口　太慈 中学男子形

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 山口　健斗 成年男子組手

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 長瀬　純一 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 安川　徳昭 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 根子　裕 マスターズ男子2部形 50～59歳 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関東 糸洲会 01001 坂上　節明 浅川　信二 マスターズ男子3部形 60歳～

関東 明武会 04057 山畑　香織 菅　柚葉 小学3年女子形 小学3年女子組手

関東 明武会 04057 山畑　香織 大橋　愛梨 小学4年女子形

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関東 明武会 04057 山畑　香織 仁田原　菜奈 中学女子形 中学1年女子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 坂本　心美 小学6年女子形 小学6年女子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 深町　柚月 中学1年女子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 坂井　嶺太 小学1年男子形 小学1年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 渡邉　統真 小学2年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 山口　博甲 小学3年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 海老根　林檎 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 髙木　太陽 小学4年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 別府　琉聖 小学5年男子形 小学5年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 竹林　旺志郎 小学5年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 金本　蒼 小学5年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 泉　成良 小学6年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 石橋　拓空 中学1年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 渡部　充月 中学3年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 宇佐美　泰生 成年男子組手

関東 大濤会 07003 野上　修一 依田　英一 マスターズ男子3部形 60歳～

関東 致道会 10015 蓜島　親 青峰　風我 高校男子形

関東 致道会 10015 蓜島　親 林　大雅 成年男子形

関東 致道会 10015 蓜島　親 渡辺　龍 成年男子形 成年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 井田　茉幸 小学3年女子形 小学3年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 柴﨑　鈴 小学3年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 石川　向葵里 小学3年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 池田　彩希 小学4年女子形

関東 研修会 12025 関　誠一 尾島　優芽 小学4年女子形 小学4年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 曽根　愛真 小学4年女子形 小学4年女子組手

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5
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地区 団体名
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関東 研修会 12025 関　誠一 井田　珠貴 小学6年女子形 小学6年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 田山　紅緒 中学1年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 小路　日葵 中学2年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 深谷　桃姫 中学2年女子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 川部谷　岳瑠 小学5年男子形

関東 研修会 12025 関　誠一 大木　悠靖 小学5年男子形

関東 研修会 12025 関　誠一 児嶋　大洋 小学5年男子形

関東 研修会 12025 関　誠一 曽根　暖斗 小学6年男子形

関東 研修会 12025 関　誠一 石川　蓮 小学6年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 柴﨑　零 小学6年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 富田　凌輔 小学6年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 川又　一輝 小学6年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 前田　琥珀 中学1年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 石川　凜太朗 中学1年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 長谷川　翔平 中学2年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 田村　悠貴 中学2年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 川部谷　修也 中学2年男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 森　梓斗 高校男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 岡田　晃希 高校男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 深谷　悠斗 高校男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 黒沢　颯馬 高校男子組手

関東 研修会 12025 関　誠一 秋山　和寛 成年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 川上　凛心 小学1年女子形 小学1年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 柴山　香乃 小学1年女子形 小学1年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 近藤　涼 小学1年女子形 小学1年女子組手

地区名　：　関東
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関東 泊親会 15013 堀川　博明 金子　結菜 小学1年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 久保　莉央奈 小学2年女子形 小学2年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 椎木　華海 小学2年女子形 小学2年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 五十嵐　麻央里 小学2年女子形 小学2年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 厚木　優良 小学3年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 清水　双葉 小学4年女子形 小学4年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 眞嶋　紗來 小学4年女子形 小学4年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 柴山　瑠香 小学4年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 福岡　実歩 小学4年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小室　舞琴 小学4年女子形 小学4年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 近藤　暖 小学5年女子形 小学5年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 川上　凛央 小学5年女子形 小学5年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 山本　ちり 小学5年女子形 小学5年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 岡部　希海 小学5年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小林　柚月 小学6年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 岩永　咲優菜 小学6年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 眞嶋　千波 小学6年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小室　ミシェル 中学女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 吉田　友莉奈 中学女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 十村　琴音 中学女子形 中学3年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小林　愛香 中学女子形 中学2年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 安武　里紗 中学女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 中野　綾女 中学女子形 中学2年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 浜名　里奈 中学1年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 杉田　彩絵 中学3年女子組手

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関東 泊親会 15013 堀川　博明 五十嵐　愛 高校女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小室　琴葉 高校女子形 高校女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 佐藤　みく 高校女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 荒木　美栞 成年女子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 窪川　佳緒里 成年女子形 成年女子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 近藤　怜美 マスターズ女子1部形 35～44歳

関東 泊親会 15013 堀川　博明 加藤　ゆかり マスターズ女子2部形 45歳～

関東 泊親会 15013 堀川　博明 茂木　幸鷹 小学1年男子形 小学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 臼井　航史郎 小学1年男子形 小学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 伊藤　耀彌一 小学1年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 岩永　悠積 小学2年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 潘　史悠 小学2年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 深尾　太智 小学2年男子形 小学2年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 八木澤　豪 小学2年男子形 小学2年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 前田　莉仁 小学2年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 茂木　幸龍 小学3年男子形 小学3年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 和泉　成 小学3年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 渡辺　誠龍 小学3年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 福田　叶真 小学3年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小林　蒼昊 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 茂木　洵典 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 奥山　空 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 藤村　奏 小学4年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 茂木　幸虎 小学4年男子形 小学4年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 清水　蒼太 小学4年男子組手

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関東 泊親会 15013 堀川　博明 神谷　勇太朗 小学4年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小棹　颯矢 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 清水　鉄司 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 飯田　登生 小学6年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 村田　誠 小学6年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 仲川　竣 中学男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 新島　煌大 中学男子形 中学3年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 新島　大雅 中学男子形 中学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 小室　デイビッド 中学男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 山下　生武 中学男子形 中学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 五十嵐　常太郎 中学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 籠嶋　大聖 中学1年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 橋本　瑛太 中学2年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 岡部　透空 中学3年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 籠嶋　琉生 高校男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 長瀬　陽色 高校男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 坂本　直柔 成年男子形

関東 泊親会 15013 堀川　博明 長瀬　悠斗 成年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 郷田　裕史 成年男子組手

関東 泊親会 15013 堀川　博明 長瀬　秀樹 マスターズ男子1部形 40～49歳 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 泊親会 15013 堀川　博明 石原　健太 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 泊親会 15013 堀川　博明 新島　智紀 マスターズ男子2部形 50～59歳 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関東 泊親会 15013 堀川　博明 近藤　英樹 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関東 泊親会 15013 堀川　博明 嶋崎　壽勝 マスターズ男子3部形 60歳～

関東 泊親会 15013 堀川　博明 堀内　政樹 マスターズ男子3部形 60歳～ マスターズ男子3部組手 60歳～

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 鶴岡　莉子 高校女子形

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 戸高　悠都 小学3年男子形

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 松岡　拓玖 小学4年男子組手

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 西倉　啓介 高校男子形

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 山岡　凜 高校男子形

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 伊藤　義直 マスターズ男子1部形 40～49歳 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 宮坂　一弘 マスターズ男子1部形 40～49歳 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関東 泉武会 27003 鈴木　覚 榎本　賢 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関東 白龍会 37000 浜中　博義 清家　悠 中学女子形 中学2年女子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 武井　快稀 小学3年男子形 小学3年男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 荒井　陽向 小学5年男子形

関東 白龍会 37000 浜中　博義 加藤　陸斗 小学6年男子形

関東 白龍会 37000 浜中　博義 武井　煌磨 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 岡本　周 中学男子形 中学2年男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 武井　空翔 中学3年男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 川本　遥斗 中学3年男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 樋口　大輝 高校男子形 高校男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 中川　瑠己 高校男子形 高校男子組手

関東 白龍会 37000 浜中　博義 中村　俊翔 高校男子組手

関東 拳武会 52002 恒松　龍元 東　英礼菜 小学2年女子形

関東 拳武会 52002 恒松　龍元 栗原　稟奈 小学4年女子形

関東 拳武会 52002 恒松　龍元 東　皇翔 小学5年男子形

関東 拳武会 52002 恒松　龍元 室野井　崚介 小学5年男子形 小学5年男子組手

関東 拳武会 52002 恒松　龍元 中島　匡智 マスターズ男子1部形 40～49歳

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 和光　翠那 小学1年女子形 小学1年女子組手

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 5
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地区 団体名
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関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 戸田　彩心 小学2年女子形 小学2年女子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 岡野　雅花 小学5年女子形

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 岡野　沙南 中学女子形

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 大福　莉央 中学2年女子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 馬場　哲平 小学3年男子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 岩井　悠誠 小学5年男子形

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 鈴木　啓斗 小学5年男子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 和光　迅 小学5年男子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 島田　友生 中学男子形

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 矢ヶ﨑　空峨 中学3年男子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 大福　康介 高校男子組手

関東 謙交塾 55000 岡野　友勝 岡野　友勝 マスターズ男子2部形 50～59歳

関東 東洋舘 59002 緒方　良之 嶋田　望乃 小学3年女子組手

関東 東洋舘 59002 緒方　良之 中田　愛美 小学6年女子組手

関東 東洋舘 59002 緒方　良之 中田　智美 マスターズ女子2部形 45歳～ マスターズ女子2部組手 45～54歳

関東 東洋舘 59002 緒方　良之 星野　健太 高校男子形

関東 東洋舘 59002 緒方　良之 中田　煌輝 高校男子形 高校男子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 佐藤　万理子 小学5年女子形 小学5年女子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 横山　柚月 中学女子形 中学1年女子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 田澤　苺加 高校女子形 高校女子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 池本　花乃 高校女子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 藤田　ゆき 成年女子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 松谷　知美 マスターズ女子1部形 35～44歳

関東 制護会 61000 鎌形　勇 横山　祥史 小学6年男子形 小学6年男子組手

関東 制護会 61000 鎌形　勇 藤田　力 マスターズ男子2部形 50～59歳 マスターズ男子2部組手 50～59歳

地区名　：　関東



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 6
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地区 団体名
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関西 糸洲会 01007 髙橋　誠彦 岩本　百夏 小学6年女子形

関西 糸洲会 01007 髙橋　誠彦 黒木　伸巌 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 北村　ひより 小学4年女子形

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 北村　ひかり 小学4年女子形

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 北村　ひなた 中学女子形

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 安田　橙音 小学5年女子組手

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 中川　真結 中学1年女子組手

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 永田　莉子 中学1年女子組手

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 山﨑　梓心 中学3年女子組手

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 中川　勝翔 小学4年男子組手

関西 糸洲会 01017 藤田　榮三 本多　一華 高校女子組手

関西 糸洲会 01072 柏木　吉治 髙杉　晃生 マスターズ男子1部形 40～49歳

関西 糸洲会 01072 柏木　吉治 福田　淳二 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関西 糸洲会 01083 永野　明典 濵野　いろは 中学女子形

関西 糸洲会 01083 永野　明典 布引　柊吏 小学6年男子形

関西 糸洲会 01083 永野　明典 土橋　輝太郎 高校男子形

関西 糸洲会 01089 江指　容子 新小田　准壱 中学男子形

関西 糸洲会 01089 江指　容子 菅野　哲多 中学男子形

関西 糸洲会 01124 富永　光成 南　奏希 小学1年男子形

関西 糸洲会 01124 富永　光成 三田村　勇音 小学1年女子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 霜　心実 小学6年女子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 檜田　海心 小学6年女子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 髙橋　花穂 小学6年女子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 宮下　菜穂 中学1年女子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 冨永　匠 小学1年男子組手

地区名　：　関西
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関西 糸洲会 01124 富永　光成 上野　凜太郎 小学2年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 溝辺　千章 小学4年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 岩崎　海希 小学5年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 木坂　悠仁 中学1年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 岩崎　琉希 中学2年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 大峠　賢悟 中学2年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 東久世　通史 中学2年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 富永　哲平 中学3年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 髙橋　一太 中学3年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 太田　海瑠 中学3年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 木坂　健芯 中学3年男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 宮下　遼太郎 高校男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 白井　空 高校男子組手

関西 糸洲会 01124 富永　光成 大峠　数馬 高校男子組手

関西 林　派 02004 近藤　剛 武田　英莉 小学6年女子形

関西 林　派 02004 近藤　剛 公文　伶 中学男子形

関西 林　派 02004 近藤　剛 谷口　空心 成年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 川向　芽奈 小学1年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 呉山　彩羽 小学2年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 小野　明日美 小学3年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 中山　愛央衣 小学3年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 呉山　一花 小学5年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 坂本　綾音 小学5年女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 花山　桃葉 中学女子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 長田　凰佑 小学3年男子形

地区名　：　関西
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関西 林　派 02010 並川　和憲 中井　陽翔 小学4年男子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 小野　志音 小学5年男子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 坂本　旺太 中学男子形

関西 林　派 02010 並川　和憲 山見　杏里 小学3年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 吉福　百葉 小学4年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 大番　愛麻 小学5年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 萬岡　妃瑠 小学6年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 増山　英里 中学1年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 髙本　奈沙 中学3年女子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 峯岡　祐聖 小学1年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 佐々木　陽翔 小学2年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 矢野　蘭之助 小学3年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 森川　武蔵 小学4年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 峯岡　祐大 小学4年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 峯岡　颯祐 小学5年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 山見　陸人 小学5年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 森川　小徹 小学6年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 矢野　虎太郎 小学6年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 山見　陽人 中学1年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 藤原　良多 中学1年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 高口　璃斗 中学2年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 大番　愛樹 中学2年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 増山　昂汰 中学3年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 吉福　啓 中学3年男子組手

関西 林　派 02010 並川　和憲 吉福　大輝 高校男子組手

地区名　：　関西
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関西 林　派 02010 並川　和憲 萬岡　珀玖 高校男子組手

関西 林　派 02015 長友　憲一郎 芝池　爽七 高校女子形

関西 林　派 02015 長友　憲一郎 瑞岩　慧海 成年男子形

関西 林　派 02038 光山　猛 森田　始萌 中学女子形

関西 林　派 02038 光山　猛 黒川　芽生 小学6年女子組手

関西 林　派 02038 光山　猛 澤田　　大誠 小学1年男子組手

関西 林　派 02038 光山　猛 吉井　唯斗 小学4年男子組手

関西 林　派 02038 光山　猛 山川　翔 小学6年男子組手

関西 林　派 02045 粟井　健一 池内　蓮桜 小学6年女子形

関西 林　派 02045 粟井　健一 八木　航太郞 小学2年男子形

関西 林　派 02045 粟井　健一 倉橋　結人 小学4年男子形

関西 林　派 02045 粟井　健一 池内　愛朗 小学4年男子形

関西 明武会 04058 渡邉　亮 松浦　千夏 小学6年女子形

関西 明武会 04058 渡邉　亮 山本　将世 小学2年男子形

関西 明武会 04058 渡邉　亮 吉本　佳太 小学3年男子形

関西 修交連 05009 矢頭　正人 安岡　侑紀 高校女子形

関西 修交連 05009 矢頭　正人 柴原　悦子 マスターズ女子1部形 35～44歳

関西 修交連 05009 矢頭　正人 奥　寧流 中学2年女子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 永山　泰地 小学6年男子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 藤井　颯翔 小学6年男子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 下地　琉義 中学2年男子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 畑中　大翔 中学3年男子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 池上　なみ 成年女子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 辰巳　諒輔 高校男子組手

関西 修交連 05009 矢頭　正人 川野　力哉 成年男子組手

地区名　：　関西
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関西 修交連 05031 谷　秀雄 阪本　大翔 小学5年男子形

関西 修交連 05031 谷　秀雄 盛下　達矢 高校男子形

関西 修交連 05047 杉山　洋二 𠮷田　れいら 小学4年女子組手

関西 修交連 05051 梶　正人 大宿　莉里歌 小学4年女子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 原田　侑奈 小学1年女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 小畑　佑月 小学2年女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 新名　彩加 小学4年女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 森　美糸 小学6年女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 大山　愛友奈 小学6年女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 児玉　彩音 中学女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 森　唯稀 中学女子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 櫛田　太海 小学1年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 大山　凛士 小学1年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 中谷　琉偉 小学3年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 髙岡　航丞 小学3年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 森脇　大惺 小学4年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 小林　凌大 小学4年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 安藤　銀士 小学4年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 渡邉　丈 小学4年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 原田　湊大 小学5年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 濱澤　慧哉 小学5年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 畑　皇成 小学5年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 海野　湊 小学6年男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 山野　稜真 中学男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 藤本　悠真 中学男子形

地区名　：　関西
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関西 修交連 05063 石飛　数男 濱澤　武龍 中学男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 大山　諒晟 中学男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 石川　寛人 中学男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 赤木　風輝 中学男子形

関西 修交連 05063 石飛　数男 溝口　慎一 マスターズ男子1部形 40～49歳

関西 修交連 05063 石飛　数男 大岡　茜 小学1年女子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 畠山　奈穂 小学2年女子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 丑田　紗咲 小学4年女子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 井手　翼 小学5年女子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 安田　悠人 小学1年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 許斐　涼介 小学2年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 竹内　柚希 小学2年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 丑田　一翔 小学2年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 高橋　慶多 小学4年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 畠山　慶士 小学5年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 竹内　和翔 小学5年男子組手

関西 修交連 05063 石飛　数男 竹内　陽真 小学6年男子組手

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 曽田　さくら 小学5年女子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 中川　璃紗 小学6年女子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 櫻井　希咲 小学6年女子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 吉川　奈那 中学女子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 新井　隆大 小学2年男子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 中谷　慶良 小学6年男子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 平石　要 中学男子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 田口　侑菜 高校女子形

地区名　：　関西
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関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 橘　由莉 成年女子形

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 向山　正和 マスターズ男子2部形 50～59歳

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 馬渕　玲奈 中学1年女子組手

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 丸山　ちひろ 中学3年女子組手

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 橘　未紗 中学3年女子組手

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 和田　壮駿 中学1年男子組手

関西 谷修交 05067 岩本　洋昭 早瀬　虎太郎 中学2年男子組手

関西 修交連 05069 上山　清治 三木　さつき 小学5年女子形

関西 修交連 05069 上山　清治 飯塚　向葵 小学6年女子形

関西 修交連 05069 上山　清治 矢羽野　さくら 中学女子形

関西 修交連 05069 上山　清治 原田　喜市 小学3年男子形

関西 修交連 05069 上山　清治 三枝　凰真 小学5年男子形

関西 修交連 05069 上山　清治 藤岡　直宏 小学5年男子形

関西 修交連 05069 上山　清治 濵田　祐大 小学6年男子形

関西 修交連 05069 上山　清治 大野　心大朗 小学6年男子形

関西 修交連 05069 上山　清治 飯塚　理人 小学4年男子組手

関西 修交連 05069 上山　清治 岡　庵里 小学6年男子組手

関西 修交連 05069 上山　清治 原田　旺士朗 中学1年男子組手

関西 修交連 05069 上山　清治 井上　一樹 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関西 修交連 05072 満村　義宣 古門　万奈 中学3年女子組手

関西 谷修交 05076 生田　淳一 小谷　知愛 小学1年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 髙橋　千佳 小学1年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 藤田　寿々 小学2年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 岩本　空葉 小学2年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 小山　唯 小学2年女子形

地区名　：　関西
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関西 谷修交 05076 生田　淳一 小谷　愛種 小学3年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 田中　瑛茉 小学5年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 川尻　真凛 小学5年女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 山口　陽彩 中学女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 谷口　哲大 小学1年男子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 藤田　蒼祐 小学4年男子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 峯　一輝 小学5年男子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 髙橋　駿太郎 小学6年男子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 上垣　実聖 高校女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 山口　蒼生 高校女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 山口　葵生 高校女子形

関西 谷修交 05076 生田　淳一 小畑　俊也 マスターズ男子1部形 40～49歳

関西 谷修交 05076 生田　淳一 六反　和弘 マスターズ男子2部形 50～59歳

関西 修交連 05096 加藤　真哉 古瀬　友陽 高校女子形

関西 修交連 05096 加藤　真哉 加藤　くるみ 成年女子形

関西 修交連 05096 加藤　真哉 加藤　勇気 高校男子形

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 西山　紡生 中学女子形

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 高橋　佐弥 中学女子形

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 新井　圭愛 中学女子形

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 山田　薫 小学2年女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 南波　優希 小学6年女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 近藤　紗和 小学6年女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 辻　夏希 小学6年女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 宗定　佳希 中学1年女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 辻　智基 小学2年男子組手

地区名　：　関西



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 6
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関西 谷修交 05099 常徳　誠志 関　葵生 小学4年男子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 吉田　悠真 小学4年男子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 東　晃成 小学6年男子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 山崎　遥夢 小学6年男子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 熊野　隼 中学2年男子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 中村　柚葉 高校女子組手

関西 谷修交 05099 常徳　誠志 熊野　匠真 高校男子組手

関西 修交連 05107 山崎眞子 中原　玲羽 小学1年女子組手

関西 修交連 05107 山崎眞子 藤枝　美恩 小学2年女子組手

関西 修交連 05107 山崎眞子 向井　温 中学男子形

関西 正氣会 06008 越迫　徹 吉田　湊翔 小学2年男子形

関西 正氣会 06008 越迫　徹 田村　建侑 小学2年男子組手

関西 正氣会 06008 越迫　徹 長谷川　薫 小学3年男子組手

関西 正氣会 06008 越迫　徹 窪田　蓮 高校男子組手

関西 正氣会 06040 高橋　拓男 西薗　ゆず 小学3年女子形

関西 正氣会 06040 高橋　拓男 西薗　銀太朗 小学3年男子形

関西 正氣会 06040 高橋　拓男 高橋　拓男 マスターズ男子2部形 50～59歳

関西 正氣会 06043 藤田　吉彦 永原　将喜 小学4年男子組手

関西 正氣会 06043 藤田　吉彦 坂牧　琉衣 小学4年男子組手

関西 正氣会 06043 藤田　吉彦 金丸　大也 小学6年男子組手

関西 正氣会 06064 今津　俊樹 平井　麗 小学3年女子形

関西 草野派 08002 草野　健治 小林　永和 小学6年女子形

関西 草野派 08002 草野　健治 草野　美咲 中学女子形

関西 草野派 08002 草野　健治 川嶋　倖一斗 小学5年男子形

関西 草野派 08002 草野　健治 佐藤　聖眞 小学5年男子形

地区名　：　関西
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関西 草野派 08002 草野　健治 草野　千裕 成年女子形

関西 草野派 08002 草野　健治 髙尾　隆希 成年男子形

関西 草野派 08002 草野　健治 竹内　誠竜 成年男子形

関西 草野派 08002 草野　健治 川嶋　彩埜乃 小学3年女子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 横町　夏美 小学3年女子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 今中　あず 小学6年女子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 石田　悠陽 小学5年男子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 細井　颯志 小学5年男子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 岸本　康馬 中学2年男子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 新藤　巧望 中学2年男子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 山本　啓介 中学3年男子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 草野　優香 成年女子組手

関西 草野派 08002 草野　健治 市居　清善 マスターズ男子3部組手 60歳～

関西 草野派 08002 草野　健治 山﨑　大義 小学1年男子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 千種　春陽 小学4年女子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 溝端　彩恵 中学女子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 溝端　啓真 小学6年男子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 岡　奈々世 成年女子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 溝端　鈴奈 マスターズ女子1部形 35～44歳

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 松下　秀助 成年男子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 笹原　八海 成年男子形

関西 大修会 09013 髙山　雅彦 溝端　弘次 マスターズ男子2部形 50～59歳

関西 大修会 09031 宮田　肇 原田　結生 小学6年女子形

関西 大修会 09031 宮田　肇 大角　茉優 小学6年女子組手

関西 大修会 09031 宮田　肇 谷口　心咲 中学1年女子組手

地区名　：　関西
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関西 大修会 09031 宮田　肇 松永　健佑 小学2年男子組手

関西 大修会 09031 宮田　肇 大角　琢心 小学3年男子組手

関西 大修会 09031 宮田　肇 戸田　悠理 小学4年男子組手

関西 大修会 09031 宮田　肇 戸田　貴幸 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関西 三原会 20005 岩本　登美夫  具足　恵子 マスターズ女子2部形 45歳～

関西 三原会 20006 東口　正一  井上　友里 小学3年女子形

関西 三原会 20006 東口　正一  下村　成耶 小学3年男子形

関西 三原会 20006 東口　正一  今中　悠結 小学1年女子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  宮本　心楽 小学6年女子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  小田　稜人 小学1年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  林　将義 小学3年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  今中　暉心 小学3年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  安野　一冴 小学4年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  青山　結翔 小学5年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  荒岡　壮真 小学5年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  植林　珀斗 小学5年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  横山　利貴 中学1年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  宮本　燦冴 中学2年男子組手

関西 三原会 20006 東口　正一  札野　勇翔 高校男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  野出　慈希 小学6年女子形

関西 三原会 20014 濱本　義郎  林　晃大 小学3年男子形

関西 三原会 20014 濱本　義郎  野出　怜ニ 小学1年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  野出　晟一 小学3年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  山川　耀奨 小学3年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  志形　壱成 小学5年男子組手

地区名　：　関西
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関西 三原会 20014 濱本　義郎  松阪　颯希 小学5年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  東　莉斗 小学6年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  山川　陽道 中学1年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  横谷　晟悟 中学1年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  川崎　大悟 中学2年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  谷口　莉武 中学3年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  横谷　悠悟 中学3年男子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  貝森　菜央 高校女子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  小川　千尋 高校女子組手

関西 三原会 20014 濱本　義郎  白井　大誠 高校男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  杉江　柚稀 小学3年女子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  南原　七海 中学2年女子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  南原　莉桜 中学3年女子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  冨岡　湊 小学1年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  永村　康晃 小学1年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  山下　聖尚 小学2年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  辻阪　芽心朗 小学2年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  西野　悠陽 小学3年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  杉江　颯介 小学4年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  西野　雅陽 小学6年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  矢倉　駕武 中学1年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  山下　瑠已 中学1年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  船戸　仁 中学1年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  田中　新大 中学3年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  池田　彩咲 高校女子組手

地区名　：　関西
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関西 三原会 20026 矢倉　一  中辻　飛翔 高校男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  山脇　勇希 高校男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  船戸　来輝 高校男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  堺　健太 成年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  岩崎　祐和 成年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  土井　翔太 成年男子組手

関西 三原会 20026 矢倉　一  南原　唯輝 成年男子組手

関西 剛志会 23006 伊良皆　弘勝 西座　渚央 小学3年女子形

関西 剛志会 23006 伊良皆　弘勝 北嶋　日々人 小学4年男子形

関西 國場会 68001 國場　幸介 吉次　悠華 小学2年女子形

関西 國場会 68001 國場　幸介 村上　未来 小学5年女子形

関西 國場会 68001 國場　幸介 中川　久美 マスターズ女子2部形 45歳～

関西 國場会 68001 國場　幸介 弓崎　仁瑚 小学4年女子組手

関西 國場会 68001 國場　幸介 田村　晶華 小学5年女子組手

関西 國場会 68001 國場　幸介 水井　友梨香 中学1年女子組手

関西 國場会 68001 國場　幸介 大濵　天太朗 小学6年男子組手

関西 國場会 68001 國場　幸介 田村　慶弥 中学1年男子組手

関西 國場会 68001 國場　幸介 柳岡　比登美 マスターズ女子1部組手 35～44歳

関西 憲武会 70002 南宮　武司 南宮　凛桜 小学4年女子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 峯山　愛依梨 中学女子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 長田　昊大 小学1年男子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 前田　蓮 小学3年男子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 今野　圭祐 小学3年男子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 今野　心佑 中学男子形

関西 憲武会 70002 南宮　武司 南宮　凛桜 小学4年女子組手

地区名　：　関西
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関西 憲武会 70002 南宮　武司 長田　昊大 小学1年男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 前田　蓮 小学3年男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 今野　圭祐 小学3年男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 辰巳　結勇 小学3年男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 木村　幸誠 中学2年男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 梛木　奏和香 高校女子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 南宮　琉生 高校男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 辰巳　結一 高校男子組手

関西 憲武会 70002 南宮　武司 辰巳　竜一 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関西 憲武会 70022 藤田　浩二 丸山　哲男 マスターズ男子3部形 60歳～

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 櫻井　咲蓉 小学2年女子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 米山　心春 小学4年女子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 櫻井　夏穂 小学5年女子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 木内　愛菜 小学6年女子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 櫻井　七海 中学3年女子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 菊本　譲 小学2年男子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 菊本　有悟 小学5年男子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 徳守　海瑠 中学2年男子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 高本　祐輝 中学3年男子組手

関西 憲武会 70020 松浦　隆典 足代　海夏 中学3年男子組手

関西 聖心会 72001 原田　貞朋 森木　楓 小学4年男子組手

関西 聖心会 72001 原田　貞朋 吉田　龍永 小学4年男子組手

関西 聖心会 72001 原田　貞朋 眞鍋　榛斗 中学2年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 髙野　翔泳 小学3年男子形

関西 健誠会 74004 市口　肇 奥谷　桐 小学3年男子形

地区名　：　関西
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関西 健誠会 74004 市口　肇 清野　翔太朗 小学5年男子形

関西 健誠会 74004 市口　肇 松本　啓 小学5年男子形

関西 健誠会 74004 市口　肇 西野　陽菜 小学1年女子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 西村　伊織 小学3年女子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 西野　心菜 小学5年女子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 遠田　紗也 小学6年女子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 小林　恵愛 小学6年女子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 小林　徠我 小学2年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 長尾　智瑛 小学4年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 西村　洸希 小学5年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 福田　優真 小学6年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 武田　全生 小学6年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 長尾　颯空 小学6年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 大倉　陽斗 小学6年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 西野　斗真 中学1年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 上平田　涼太 中学2年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 長尾　透空 中学2年男子組手

関西 健誠会 74004 市口　肇 杉下　剛 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関西 健誠会 74004 市口　肇 大岡　勝 マスターズ男子2部組手 50～59歳

関西 健誠会 74010 立道　誠也 小林　美優 成年女子形

関西 健誠会 74010 立道　誠也 里　俊明 マスターズ男子2部形 50～59歳

関西 健誠会 74010 立道　誠也 田中　咲良 小学2年女子組手

関西 健誠会 74010 立道　誠也 佐々木　灯里 小学3年女子組手

関西 健誠会 74010 立道　誠也 堀口　咲心 小学6年女子組手

関西 健誠会 74010 立道　誠也 辻　晃成 小学4年男子組手

地区名　：　関西



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 6

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関西 健誠会 74010 立道　誠也 佐々木　憧太 中学2年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 三ヶ島　杏華 小学1年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 喜多山　凛 小学4年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 郷原　莉音 小学5年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 三ヶ島　柚葉 小学5年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 小西　柚 小学6年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 郷原　陽菜 小学6年女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 竹内　愛乃 中学女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 達川　実咲 中学女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 東﨑　柚希 小学1年男子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 山本　慧 小学2年男子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 西村　大河 小学6年男子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 菅沼　夢叶 高校女子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 宗利　友子 マスターズ女子2部形 45歳～

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 三木　龍馬 高校男子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 渡邊　湧斗 成年男子形

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 森下　一華 小学3年女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 辻関　晴音 小学4年女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 畑中　優那 小学5年女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 有田　こころ 中学1年女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 東﨑　響希 小学3年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 八代醍　晴 小学4年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 山本　卯月 小学5年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 渡部　叶成 小学5年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 森下　銀時 小学6年男子組手

地区名　：　関西



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 6

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 松井　湊星 小学6年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 杉山　蒼空 中学1年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 山口　新太 中学2年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 鈴鹿　圭二郎 中学2年男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 大嶽　麗 高校女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 田中　花奈 高校女子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 竹内　廉人 高校男子組手

関西 正剛会 77009 中塚　政徳 山本　真 マスターズ男子3部組手 60歳～

関西 賢友流 85008 雪野　眞吾 田中　理絵 マスターズ女子2部形 45歳～

関西 賢友流 85008 雪野　眞吾 出嶋　智年 マスターズ男子1部組手 40～49歳

関西 賢友流 85013 飯島　博之 西尾　一輝 小学3年男子形

関西 賢友流 85030 川村　一貴 清水　桃子 マスターズ女子2部形 45歳～

関西 賢友流 85030 川村　一貴 松田　颯真 小学4年男子組手

関西 賢友流 85030 川村　一貴 片岡　瑠斐 高校女子組手

関西 賢友流 85030 川村　一貴 片岡　藍 高校女子組手

関西 賢友流 85030 川村　一貴 坂上　綸 成年女子組手

地区名　：　関西



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 7

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 本田　雅也 成年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 櫻井　龍斗 中学男子形 中学2年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 櫻井　拳斗 中学男子形 中学1年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 櫻井　隼斗 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 遠藤　健 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 三瓶　可菜 小学2年女子形 小学2年女子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 橋本　遥河 小学6年男子形 小学6年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 和合　風鷹 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 管藤　琥珀 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01090 荒　司 安藤　優 成年女子形

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 平山　克磨 小学1年男子形

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 菅野　晴空 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 平　翔吾 中学男子形 中学1年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 中村　莉緒 小学1年女子形 小学1年女子組手

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 石戸谷　海音 小学3年女子形 小学3年女子組手

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 中村　玲音 小学4年女子形 小学4年女子組手

東北・北海道 糸洲会 01121 中村　博之 佐藤　晴陽 小学6年男子組手

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 菊川　陽向 小学2年男子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 追出町　健心 小学4年男子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 北川　流輝 小学5年男子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 佐藤　想亜 小学4年女子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 菊川　柚菜 小学4年女子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 佐藤　悠來 中学女子形

東北・北海道 糸洲会 01125 栗城　憲康 高瀬　真美 マスターズ女子1部組手 35～44歳

東北・北海道 玄制流 60020 大川　優 小野　竜輝 小学2年男子形 小学2年男子組手

地区名　：　東北・北海道



第６０回全国空手道選手権大会　参加選手＆種目内容確認資料 事務処理用記号 ： 7

「氏名・競技名」を必ず確認してください。

地区 団体名
評議員

No.
評議員名 氏名 形競技名 組手競技名

東北・北海道 玄制流 60020 大川　優 天内　紀稀 小学6年男子形 小学6年男子組手

東北・北海道 玄制流 60020 大川　優 天内　彩樺 小学4年女子形 小学4年女子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 鳴海　葵 小学2年男子形 小学2年男子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 西澤　蒼真 小学3年男子形 小学3年男子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 鳴海　慶将 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 西澤　結翔 小学5年男子形 小学5年男子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 三浦　李毅 高校男子形 高校男子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 佐藤　美月 小学2年女子形 小学2年女子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 佐藤　麻帆 小学4年女子形 小学4年女子組手

東北・北海道 松和館 83008 三浦　弘 小山内　梓 小学5年女子形 小学5年女子組手

地区名　：　東北・北海道


