
2018 日本拳法総合選手権大会入賞者一覧 

2018 年 9 月 16 日（日）大阪市中央体育館 

  

第 58 回 全日本拳法個人選手権大会 
  

優勝 前川 晴人 五段 （洪游会本部） 大阪   

準優勝 秋葉 洋一 六段 （第一普通科連隊） 東京   

三位 上垣内 一成 三段 （関西大学） 大阪   

四位 芳賀ビラル海 三段 （中央大学） 愛知   

第 31 回 全日本拳法女子個人選手権大会 
  

優勝 坂本 佳乃子 二段 （立命館大学） 徳島   

準優勝 谷 南奈実 三段 （同志社大学） 大阪   

三位 岡崎 慧 三段 （立命館大学） 大阪   

四位 大石 佳奈 初段 （青山学院大学） 東京   

第 48 回 全日本拳法高校男子個人選手権大会 
 

優勝 横井 竜太 三段 （桜丘高校） 三重   

準優勝 岡田 郁輝 一級 （大竹高校） 広島   

三位 木村 柊也 三段 （関西福科大高） 大阪   

四位 冨永 一希 三段 （関西福科大高） 大阪   

第 24 回 全日本拳法高校女子個人選手権大会 
 

優勝 角野 円香 二段 （大商大堺高校） 大阪   

準優勝 西 紗愛耶 二段 （大商大堺高校） 大阪   

三位 塩谷 佳美 三段 （藤ノ花女子高校） 愛知   

四位 勝井 彩葉 初段 （橿原高校） 奈良   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会名 ：

（第36回全日本拳法少年個人選手権大会）

日時 ：

場所 ：

小学１年　男子 鬼塚　桔平 （福岡県） 坂井　蒼輔 （三重県） 中一　子龍 （徳島県） 大隣　一颯 （大阪府）

上村　真彩 （三重県） 多田　くるみ （大阪府） 石原　美桜 （大阪府） 山北　琥珀 （愛知県）

小学２年　男子 三根　鷹宗 （三重県） 北原　邑志郎 （福岡県） 平野　生真 （愛媛県） 杉山　航大 （京都府）

有田　茉優花 （三重県） 土屋　咲月 （三重県） 尾前　希愛 （愛知県） 上田　愛煌 （愛知県）

小学３年　男子 古川 陽聖 （埼玉県） 井坂 聡臣 （三重県） 佐々木 昊生 （三重県） 姜　泰志 （大阪府）

吉益 友里加 （大阪府） 石川 瑠夏 （大阪府） 小林 紅葉 （三重県） 豆塚 陽日 （和歌山県）

小学４年　男子 冨永 竜希 （大阪府） 川井 丈輔 （大阪府） 中世古　良冴 （三重県） 木村 航大 （大阪府）

後藤 ひなの （愛知県） 中川 はるか （愛媛県） 多田 ひかり （大阪府） 山口 和心 （大阪府）

小学５年　男子 藤上 豪 （大阪府） 野田　悠太 （大阪府） 下村　脩二 （三重県） 廣田 光希 （福岡県）

井手　虹花 （愛媛県） 柴田 美妃 （徳島県） 木村 夏絆 （大分県） 寺田　春陽 （和歌山県）

小学６年　男子 田村　虎太郎 （愛媛県） 松本　來瑠 （大阪府） 白神 頼吾 （福岡県） 小浜 守哉 （大阪府）

西　結愛 （和歌山県） 川井　純菜 （大阪府） 早川 桜 （愛知県） 中川 古都音 （大阪府）

中学1年　男子 土屋泰生 （大阪府） 森　生成 （徳島県） 田中　大暉 （大阪府） 山田　太粋 （埼玉県）

井出　七星 （愛媛県） 上原　葵 （徳島県） 中井天鈴 （和歌山県） 吉井日菜 （大阪府）

中学２年　男子 米谷 甚太 （大阪府） 藤迫　憂星 （長崎県） 宮澤　侑里 （大阪府） 小浜　守大 （大阪府）

山口　心夢 （徳島県） 藤上　愛 （大阪府） 横田　杏 （和歌山県） 野村　麻央 （大阪府）

中学３年　男子 土屋　賢生 （大阪府） 山田 健斗 （愛知県） 熊谷　海琉 （宮城県） 平見　誠玄 （大阪府）

山口　乃愛 （岡山県） 谷元　楓 （三重県） 荒木　乃海 （大阪府） 荒川 由妃 （三重県）

小学１年　女子

小学３年　女子

小学２年　女子

中学1年　女子

中学３年　女子

小学４年　女子

小学５年　女子

小学６年　女子

中学２年　女子
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