
第58回全日本拳法個人選手権大会 平成30年9月16日　大阪市中央体育館

三重

25 鈴木　豊 四段 日大工日本拳法部OB会 福島 71 相川　優樹 初段 第１空挺団 群馬

24 羽室　賢一 参段 信太山博隆会 大阪 70 岩田　尚也 四段 菰野日本拳法会

大阪23 赤堀 峻 四段 関西大学OB 大阪 69 宮本直弥 四段 大阪産業大学

兵庫

22 橋本　明廣 参段 第３２普通科連隊 埼玉 68 瀬野　崇 弐段 第１３普通科連隊 秋田

21 石川　知尭 初段 愛知学院大学歯学部 愛知 67 増井　聡志 弐段 関西学院大学

静岡

20 Nicolas  Bilo 弐段 日本拳法イタリア連盟 Ｍｉｌａｎ 66 七河　将太 初段 陸自善通寺 香川

19 藤原　健太郎 初段 第４２即応機動連隊 熊本 65 山本　貴央 参段 立命館大学

東京

18 岡田　燎也 参段 立命館大学 大阪 64 グラス・AJ 参段 白虎会 京都

17 八幡　貴紀 弐段 名古屋工業大学 兵庫 63 松本　崇雅 参段 明治大学

大阪

16 Olivr Carrillo 参段 メキシコ日本拳法連盟 Mexico City 62 品田　茂人 四段 真誠塾　真武館 大阪

15 鈴木　雄登 四段 成和会 愛知 61 小林  崇敏 弐段 信太山博隆会

Mexico City

14 森　英之 参段 香川拳法クラブ 香川 60 角野　晃平 四段 大阪体育大学 大阪

13 グリーン　留佳 初段 第１空挺団 香川 59 Rogerio Alva 初段 メキシコ日本拳法連盟

和歌山

12 芳賀　ビラル　海 参段 中央大学 愛知 58 松吉　誉 初段 鈴鹿市日本拳法会 三重

11 佐土原　拓也 参段 第１普通科連隊 東京 57 茂木　奨吾 参段 和拳連九度山

東京

10 大石　健作 四段 修猷塾 大阪 56 Luciano Laveglia 初段 イタリア日本拳法連盟 Varese

9 林　力希 参段 明治大学 東京 55 船木　祐也 参段 第１普通科連隊

愛知

8 当广将伍 弐段 龍谷大学 奈良 54 堀　誉慶 参段 第３２普通科連隊 京都

7 玉木　直哉 参段 黒綾館 神奈川 53 山本　虎次郎 初段 愛知学院大学楠学舎

三重

6 大渕　直也 四段 板妻拳志会 東京 52 上垣内　一成 参段 関西大学 大阪

5 杉山　公則 弐段 第1施設大隊 静岡 51 大橋照平 弐段 龍谷大学

愛知

4 灰谷佳大 弐段 関西大学 大阪 50 小和野　晃輝 参段 明治大学 奈良

3 溝杭　春樹 参段 松山市日本拳法連盟 奈良 49 川村　祥彰 五段 名古屋教室育成会

前田 稔輝 四段 大阪商業大学 大阪

2 Filippo Ｐｒｏｖｅｒｂｉｏ 初段 イタリア日本拳法連盟 Varese 48

1 友中　貴広 四段 大道 大阪 47

高尾　和幸 参段 研心会本部 福岡

三位決定戦

大阪

12

上垣内　一成 参段

芳賀　ビラル　海 参段

52

46 秋葉　洋一 六段 第１普通科連隊 東京 92 前川　晴人 五段 洪游会本部

大阪

45 John Burroughs 初段 アメリカ日本拳法協会 Pico Riviera 91 本橋　優 弐段 滝ケ原拳法部 宮城

44 小森　彪楽 参段 明治大学 東京 90 伊藤　雅崇 参段 関西大学

三重

43 佐竹　京介 参段 同志社大学 大阪 89 石田原　啓太 弐段 流通科学大学 大阪

42 玉置　裕也 四段 松山市日本拳法連盟 大阪 88 猪俣　領二 四段 久居自衛隊鴉会

大阪

41 竹丸　塁主 参段 流通科学大学 大分 87 Gerardo Higuera 弐段 メキシコ日本拳法連盟 Estado

40 岡田　優司 参段 立命館大学 大阪 86 杉本　力矢 参段 龍谷大学

大阪

39 Mickael Lagarde  初段 フランス日本拳法協会 Jeanménil 85 小林　幸司 弐段 京都産業大学 三重

38 秦　昌雄 弐段 龍皇会 滋賀 84 松山　翔太 初段 信太山博隆会

大阪

37 臼井　正道 四段 長久手クラブ 愛知 83 谷　祥希 参段 関西学院大学 三重

36 入田　和樹 参段 和拳連湯浅 和歌山 82 釜我雄大 参段 大阪学院大学

兵庫

35 吉田剛進 参段 第３普通科連隊 北海道 81 三馬　恭佑 弐段 日本拳法 阿波道場 徳島

34 Juan  Orozco 初段 メキシコ日本拳法連盟 Mexico City 80 小坂　怜亜 参段 早稲田大学

東京

33 上村　律希 参段 立命館大学 大阪 79 中川　侑太 参段 濫觴会 奈良

32 近藤　大稔 参段 大分拳精館 大分 78 清水　直人 参段 第１普通科連隊

Baccarat

31 深町　雅也 参段 明治大学 福岡 77 田畑　正貴 参段 明治大学 東京

30 伊辺杏志朗 弐段 多賀城拳法部 宮城 76 Pierre Lambert 初段 フランス日本拳法協会

京都

29 中山　健太 初段 久居自衛隊鴉会 奈良 75 豊福 泰広 四段 館林道場 群馬

28 東原信一郎 弐段 龍谷大学 大阪 74 尾坐原　大地 参段 立命館大学

京都

27 竹下　裕基 弐段 金沢拳法部 石川 73 坊　重輝 初段 信太山博隆会 和歌山

26 仙石　伸也 初段 滝ケ原拳法部 宮崎 72 高井　宗 五段 長久手クラブ

25 鈴木　豊 四段 日大工日本拳法部OB会 福島 71 相川　優樹 初段 第１空挺団 群馬
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38 崎村　奈央 ２級 第８後方支援連隊 鹿児島

大阪

13 谷坂　佳苗 四段 岡山八要クラブ 広島
37 谷　南奈実 三段 同志社大学 大阪

14 山下　美憂 二段 大阪体育大学 大阪
1

12 竹原　侑利 三段 中京大学 愛知 36 モーリス　はなこ 三段 同志社大学

10
10 Ｇｉｕｌｉａ　Ｄａｌ　Ｓａｓｓｏ 青山学院大学 神奈川

4 4
11 前田　桃花 初段 明治大学 東京 35

初段 イタリア日本拳法連盟 イタリア 34 原　奈津子 二段

谷山　紗利 初段 大阪流通科学大学 大阪

群馬

8 大熊　彩香 二段 青山学院大学 埼玉 32 中村　羽衣 初段 日本大学 東京
3 3

新村　真澄 二段 西部方面特科連隊 熊本9 藤原　翼 二段 関西大学 岡山 33
10

7 石田　茉優 二段 龍谷大学 奈良 31 新井　佐保 三段 立教大学

東京 28 山口　華那江 二段

松本　芽 二段 立命館大学 奈良

6 坂崎　美香 四段 長久手クラブ 愛知 30 鈴木　侑帆 四段 武藤会 愛知

北富士駐屯地拳法部 東京3 田畑　真美 二段 陸上自衛隊水機団 鹿児島 27
9 9

4 渡辺　怜那 中央大学 東京
2 2

5 坂本　佳乃子 二段 立命館大学 徳島 29

二段 慶応義塾大学

岡崎　慧 三段 立命館大学 大阪

2 中井　陽菜 二段 濫觴会 奈良 26

1 岡本　敦美 三段 関西大学 三重 25

尾藤　はるな 二段 関西大学 愛知
1 1

鶴見　早織 初段

5

6
6

11
11

7
7

8
8

三位決定戦
20 大石　佳奈 二段

25 岡崎　慧 三段

桝田　真美 四段 濫觴会 奈良

生稲　有里 初段 滝ヶ原拳法部 千葉
24 山原　千歩 三段 関西大学 大阪

48

初段 立命館大学 広島
23 山田　明花 初段 滝ヶ原拳法部 栃木 4

47

初段 関西大学

44 小野塚　萌 二段 明治大学 栃木
21 高垣　愛穂 二段

大阪 10
4 46 和村　里奈

3
10 45 唐澤　志保

愛知

二段 愛知学院日進学舎 愛知
20 大石　佳奈 二段 青山学院大学 東京

3

19 五藤　茜 二段 名城大学 愛知
43

関西大学 和歌山

中橋　春香

大阪
22 筏　穂乃花 二段 大阪流通科学大学

18 林　未紅 二段 龍谷大学 奈良
42 小嶌　永倫子 四段 名古屋育成会

初段 早稲田大学 広島 2
41 岩田　穂波美 ２級 菰野日本拳法会 三重

１級 メキシコ日本拳法連盟

38 崎村　奈央 ２級 第８後方支援連隊 鹿児島
15 前川　和 初段

大阪 9
2 40 渡邊　みかる

1
9 39 Rubi Velázquez

初段 青山学院大学 東京
17 大石　和奈

松阪西日本拳法会 三重
1

メキシコ
16 若林　千夏 二段 大阪経済大学
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31

32

33

34

35

初段 （藤嶺藤沢高） 神奈川

参段 （大商大堺高校） 大阪

1級 （大竹高校） 広島

1級 （桜丘高校） 愛知

24

25

26

27

28

29

参段 （東大阪大柏原） 大阪

14 小　林　龍　市 弐段 （桜丘高校） 愛知 大　川　　　翔

36

37

13 吉　岡　良　祐 3級 （駿台甲府高校） 山梨 大　野　　　 直

初段 （松戸六実高校） 千葉

12 野　村　龍　星 弐段 （関西福科大高） 大阪 上　田　稜　也

11 高　田　 　　陸 弐段 （東大阪大柏原） 大阪 岩　﨑　彪　馬

弐段 （大淀高校） 奈良

10 シェーファー東樹 初段 （Sｔ.Mary'ｓ　Int.S.） 東京 山　中　涼　我 

7 松　田　航　希 1級 （清風高校） 大阪 八　木　雄　大

9 細　田　幹　志 1級 （今宮工科高校） 大阪 戌　亥　海　里

弐段 （大阪高校） 大阪

8 川　内　　　宝 弐段 （大商大堺高校） 大阪 大　浦　　　翔

30

6 松　村　隼　佑 弐段 （青翔高校） 奈良 小土井　壱　貴 弐段 （東大阪大柏原） 大阪

5 上　田　尚　生 弐段 （橿原高校） 奈良 倉　田　　　要 初段 （亀山高校） 三重

4 井　上　晴　陽 初段 （三井高校） 福岡 正　木　総　海 弐段 （大阪学院高校） 大阪

3 籠　谷　郁　吹 1級 （大商大堺高校） 大阪 森　川　征　那 1級 （三井高校） 福岡

参段 （関西福科大高） 大阪

2 戸　﨑　　　将 初段 （桜丘高校） 愛知 福　田　　　悠

1 冨　永　一　希 参段 （関西福科大高） 大阪 木　村　柊　也

初段 （町田工業高校） 東京

三位決定戦
冨　永　一　希 参段

24 木　村　柊　也 参段

初段 （海星高校） 三重

初段 （藤嶺藤沢高） 神奈川

42

参段 （桜丘高校） 三重

初段 （阿波高校） 徳島

1級 （今宮工科高校） 大阪

弐段 （関西福科大高） 大阪

1級 （関大高等部） 大阪

23 岡　田　郁　輝 1級 （大竹高校） 広島 横　井　竜　太

22 那　須　源　也 弐段 （大商大堺高校） 大阪 花　岡　涼　太45

46

1

21 金　子　剛　士 初段 （佐世保西高校） 長崎 光　永　直　哉

弐段 （大商大堺高校） 大阪

20 藤　原　朱　利 弐段 （桜丘高校） 愛知 須　田　健　斗43

44

19 広　兼　　　蓮 初段 （関大高等部） 大阪 中　倉　翔　太

初段 （浮羽工業高校） 福岡

18 吉　井 　　　蓮 弐段 （大阪高校） 大阪 新　垣　颯　太

40

41

17 玉　置　　　剛 弐段 （済美高校） 愛媛 深　町　拓　海

弐段 （関西福科大高） 大阪

16 野　田　　　潤 3級 （石薬師高校） 三重 杉　谷　成　弥

38

39

15 御　影　晴　成 初段 （大商大堺高校） 大阪 野　川　拓　真

14 小　林　龍　市 弐段 （桜丘高校） 愛知 大　川　　　翔37
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三位決定戦
塩　谷　佳　美 参段

18 勝　井　彩　葉 初段

33

34

24

25

26

27

28

29

1

1級 （橿原高校） 奈良

2級 （皐ヶ丘高校） 大阪

30

31

32

1級 （大阪高校） 大阪

2級 (城南高校） 徳島

弐段 （関西福科大高） 大阪

17 角　野　円　香 弐段 （大商大堺高校） 大阪 鈴　木　涼　華

初段 （橿原高校） 奈良

16 白　銀　愛　子 1級 （橿原高校） 奈良 栗　山　ひより

15 小　田　千　恵 初段 （藤ノ花女子高校） 愛知 坂　上　遥　香

弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知

14 宝　得　未　咲 初段 （大阪高校） 大阪 岡　田　真　依

初段 （三重高校） 三重

13 金　崎　め　い 初段 （藤ノ花女子高校） 愛知 清　水　海　玖

12 山　下　侑理菜 1級 （藤井寺工科高） 大阪 北　垣　戸美来

弐段 （大商大堺高校） 大阪

10 彦　坂　り　さ 弐段 （関西福科大高） 大阪 遠　藤　香　凛

9 瀧　花　サ　リ 弐段 （大阪高校） 大阪 西　　　紗愛耶

11 矢　野　百　姫 無級 (松山東雲高校） 愛媛 石　川　ら  ん

8 本　池　怜　奈 1級 （関西福科大高） 大阪 鈴　木　綾　華 初段 （藤ノ花女子高校） 愛知

7 山　口　桜　花 初段 （大商大堺高校） 大阪 古　川　弥　琴 1級 （大商大堺高校） 大阪

6 中　村　友　郁 1級 （桜丘高校） 愛知 牟田谷　乃　愛 1級 （大淀高校） 奈良23

5 岡　本　琴　音 初段 （大商大堺高校） 大阪 佐　々　美　里 初段 （大阪高校） 大阪22

4 安　藤　亜　未 1級 （国東高校） 大分 中　馬　里　菜 弐段 （関西福科大高） 大阪21

3 西　村　小　春 初段 （大体大浪商高） 大阪 進　　　　りのん 1級 （桜丘高校） 愛知20

初段 （橿原高校） 奈良

2 山　口　愛　香 1級 （橿原高校） 奈良 木　庭　優　佳

1 塩　谷　佳　美 参段 （藤ノ花女子高校） 愛知 勝　井　彩　葉

1級 （市立東高校） 大阪

18

19
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