
クラス 氏名 フリガナ 所属道場
前田　悠冴 マエダ　ユウゴ 士衛塾山梨（富士吉田支部）
齊藤　源騎 サイトウ　ゲンキ 新国際空手拳法道　士衛塾
音淵　晄灯 オトブチ　アキト 実戦空手道　心学館
小俣　瑚恋 オマタ　コハル 士衛塾山梨（富士吉田支部）

平田　倫都 ヒラタ　リント 日本空手道　静空塾
樋川　がく ヒカワ　ガク 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
阿部　希々愛 アベ　ノノア 新国際空手拳法道　士衛塾

山川　慶大 ヤマカワ　ケイダイ 新国際空手拳法道　士衛塾
山田　蛍斗 ヤマダ　ケイト 新国際空手拳法道　士衛塾
梶原　旅人 カジワラ　タビト 士衛塾山梨（河口湖支部）
中村　伊吹 ナカムラ　イブキ 士衛塾山梨（山梨県本部）

小林　咲姫 コバヤシ　サクラ 新国際空手拳法道　士衛塾
松﨑　日歩 マツザキ　カホ 新国際空手拳法道　士衛塾
金丸　ひかり カネマル　ヒカリ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
小俣　ひまり オマタ　ヒマリ 士衛塾山梨（富士吉田支部）

岩田　琉 イワタ　ルイ 実戦空手道　心学館
岩田　悠助 イワタ　ユウスケ 士衛塾山梨（JOYFIT甲府）
櫻林　晃成 サクラバヤシ　アキナリ 士衛塾山梨（山梨県本部）

前田　俊輔 マエダ　シュンスケ 実戦空手道　心学館
山下　弘兼 ヤマシタ　コウケン 新国際空手拳法道　士衛塾
宮下　聖矢 ミヤシタ　セイヤ 士衛塾山梨（山梨県本部）

中村　奏凪 ナカムラ　ソナ 極真拳武會 平和島支部
小室　陽万莉 コムロ　ヒマリ 新武会
音淵　洸月 オトブチ　ミツキ 実戦空手道　心学館
鈴木　美結 スズキ　ミユ 実戦空手道　心学館

城定　真之介 ジョウジョウ　シンノスケ 新武会
髙村　翼 タカムラ　ツバサ 実戦空手道　心学館
矢ケ﨑　宙 ヤガサキ　ソラ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
松井　翔太 マツイ　ショウタ 新国際空手拳法道　士衛塾

山下　弘馬 ヤマシタ　コウマ 新国際空手拳法道　士衛塾
山本　将斗 ヤマモト　マサト 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
萩原　晋太郎 ハギハラ　シンタロウ 士衛塾山梨（山梨県本部）
渡邉　瑛太 ワタナベ　エイタ 士衛塾山梨（JOYFIT甲府）

齊藤　夢乃 サイトウ　ユメノ 新国際空手拳法道　士衛塾
山田　桃香 ヤマダ　モモカ 新国際空手拳法道　士衛塾
山内　愛華 ヤマウチ　マナカ 士衛塾山梨（山梨県本部）

日野　駿太 ヒノ　シュンタ 新武会
勝間田　明真 カツマタ　アスマ 実戦空手道　心学館
山田　泰聖 ヤマダ　タイセイ 新国際空手拳法道　士衛塾

金　颯一朗 コン　ソウイチロウ 新武会
橘田　惇平 キッタ　ジュンペイ 実戦空手道　心学館
小俣　夢之介 オマタ　ユメノスケ 士衛塾山梨（富士吉田支部）

蹴拳杯　2017風林火山 山梨空手道選手権大会 組合せ

※すべて自由組手です。ワンマッチ以外は、すべて総当たり戦です。
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臼井　孝太朗 ウスイ　コウタロウ 新武会
永田　鉄平 ナガタ　テッペイ 実戦空手道　心学館
小俣　凜太朗 オマタ　リンタロウ 士衛塾山梨（富士吉田支部）

滝　悠吾 タキ　ユウゴ 極真拳武會　川崎元住吉支部
大野　凛 オオノ　リン 新武会
山田　征弥 ヤマダ　セイヤ 士衛塾山梨（山梨県本部）

岩田　琳 イワタ　リン 実戦空手道　心学館
唐澤　実咲 カラサワ　ミサキ 士衛塾山梨（河口湖支部）
山本　心菜 ヤマモト　ココナ 日本空手道　静空塾

小林　姫葵 コバヤシ　ヒマリ 新国際空手拳法道　士衛塾
鷹野　実生 タカノ　ミウ 士衛塾山梨（富士吉田支部）
福永　和香 フクナガ　ワカ 士衛塾山梨（山梨県本部）

尾崎　颯斗 オザキ　ハヤト 新武会
佐藤　千裕 サトウ　チヒロ 新国際空手拳法道　士衛塾
三井　響太 ミツイ　キョウタ 士衛塾山梨（JOYFIT甲府）

芦田　流輝 アシダ　ルキア 新武会
松﨑　壮真 マツザキ　ソウマ 新国際空手拳法道　士衛塾
安藤　和弘 アンドウ　カズヒロ 士衛塾山梨（中央支部）

結城　優斗 ユウキ　マサト 新国際空手拳法道　士衛塾
有井　結飛 アリイ　ユウト 士衛塾山梨（山梨県本部）
松井　虹来 マツイ　コウキ 新国際空手拳法道　士衛塾

前田　悠輔 マエダ　ユウスケ 実戦空手道　心学館
横田　大和 ヨコタ　ヤマト 新国際空手拳法道　士衛塾
萩原　恒太朗 ハギハラ　コウタロウ 士衛塾山梨（山梨県本部）

城定　さくら ジョウジョウ　サクラ 新武会
山田　友香 ヤマダ　ユウカ 新国際空手拳法道　士衛塾
矢ケ﨑　志麻 ヤガサキ　シマ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部

樋川　えむ ヒカワ　エム 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
飯田　好 イイダ　コノム 士衛塾山梨（山梨県本部）
小俣　雫 オマタ　シズク 士衛塾山梨（富士吉田支部）
渡辺　椎夏 ワタナベ　シイナ 士衛塾山梨（富士吉田支部）

小林　龍ノ介 コバヤシ　リュウノスケ 新国際空手拳法道　士衛塾
横田　悠晟 ヨコタ　ユウセイ 新国際空手拳法道　士衛塾
邊見　瑞暉 ヘンミ　ミズキ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部

木島　麻希 キジマ　マキ 新武会
橘田　真優 キッタ　マユ 実戦空手道　心学館
矢﨑　凜夏 ヤサキ　リンナ 士衛塾山梨（山梨県本部）

樋川　かい ヒカワ　カイ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
有井　貴哉 アリイ　タカヤ 士衛塾山梨（山梨県本部）
萩原　倫太郎 ハギハラ　リンタロウ 士衛塾山梨（山梨県本部）
金島　矢楓 カネシマ　イブキ 士衛塾山梨（山梨県本部）

飯田　胤 イイダ　ツグム 士衛塾山梨（山梨県本部）
江間　聖 エマ　タカラ 士衛塾山梨（山梨県本部）
佐藤　佑星 サトウ　ユウセイ 士衛塾山梨（山梨県本部）
望月　龍人 モチヅキ　リョウト 士衛塾山梨（山梨県本部）

金丸　萌 カネマル　モエ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
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邊見　加愛 ヘンミ　カナ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部

松岡　勇佑 マツオカ　ユウスケ 士衛塾山梨（山梨県本部）
金丸　大翔 カネマル　ヒロト 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部

原　梨美 ハラ　リミ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
原　梨歩 ハラ　リホ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
埴原　愛深 ハイバラ　アミ 士衛塾山梨（山梨県本部）

栁　武志 ヤナギ　タケシ 新国際空手拳法道　士衛塾
渡辺　飛鳥 ワタナベ　アスカ 新国際空手拳法道　士衛塾

DANIEL FELIPE
RUANO MENESES

ダニエル フェリペ ル
アーノ メネセス

士衛塾コロンビア

横田　弘樹 ヨコタ　ヒロキ 新国際空手拳法道　士衛塾
樋川　洋一 ヒカワ　ヨウイチ 国際空手道連盟　極真安斎　山梨県本部
清水　道浩 シミズ　ミチヒロ 士衛塾山梨（甲府支部）
佐直　吉男 サジキ　ヨシオ 士衛塾山梨（山梨県本部）
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中学・高校男子
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