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弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 181 鈴 木 涼 華 弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 塩 谷 佳 美

1級 （国東高校） 大分 20

清 海

初段 （大体大浪商高） 大阪 19

3 井　上　花　恵 初段 （関西福科大高） 大阪 安　藤　亜　未

弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 18

2 宝　得　未　咲 初段 （大阪高校） 大阪 藤　原　百　花

1 鈴　木　涼 華 弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 塩 谷 佳 美

弐段 （橿原高校） 奈良 23

弐段 （大商大堺高校） 大阪 22

6 竹　原　侑　利 弐段 （桜丘高校） 愛知 中　井　陽　菜

初段 （関西福科大高） 大阪 21

5 彦　坂　あいか 初段 （大商大堺高校） 大阪 小　倉　寿紀乃

4 平　良　咲 帆 2級 （大阪学院高校） 大阪 清 水 海 玖

弐段 （大商大堺高校） 大阪 26

2級 （大阪高校） 大阪 25

9 木　谷　未　悠 弐段 （大商大堺高校） 大阪 西　　　紗愛耶

初段 （いなべ総合高校） 三重 24

8 坂　上　遥　香 1級 （橿原高校） 奈良 栗　山　ひより

7 本　池　玲　奈 1級 （関西福科大高） 大阪 伊　藤　涼　南

1級 （青翔高校） 奈良 29

無級 （城南高校） 徳島 28

12 西　村　小　春 1級 （大体大浪商高） 大阪 永　松　夏　歩

弐段 （大商大堺高校） 大阪 27

11 岡　山　弓　夏 1級 （栄徳高校） 愛知 岡　田　真　依

10 角　野　円　香 弐段 （大商大堺高校） 大阪 新　垣　美　咲

1級 （大商大堺高校） 大阪 32

初段 （大阪高校） 大阪 31

15 奥 田 亜 実 1級 （大淀高校） 奈良 山 口 桜 花

弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 30

14 中　馬　里　菜 弐段 （関西福科大高） 大阪 佐　々　美　里

13 瀧　花　サ　リ 弐段 （大阪高校） 大阪 中　山　香　穂

1級 （関大高等部） 大阪 34

彦 坂 り さ 弐段 （関西福科大高） 大阪 35

初段 （藤ノ花女子高校） 愛知 33

17 尾　藤　はるな 弐段 （藤ノ花女子高校） 愛知 川　島　寛　子

級 （大商大堺高校） 大阪

16 岡　本　琴　音 初段 （大商大堺高校） 大阪 長　岡　真　世

奥　田　亜 実 級 （大淀高校） 奈良 山 口 桜 花

彦 坂 り さ 弐段 （関西福科大高） 大阪 35
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1級 （町田工業高校） 東京 26

弐段 （関西福科大高） 大阪 25

2 小 林 龍 市 初段 （桜丘高校） 愛知 福 田 悠

1 冨　永　一　希 弐段 （関西福科大高） 大阪 木　村　柊　也

2級 （大阪学院高校） 大阪 29

弐段 （大商大堺高校） 大阪 28

5 三　上　　　曜 1級 （慶應義塾高校） 神奈川 坂　田　慎　悟

初段 （海星高校） 三重 27

4 篠　原　山　人 １級 （徳島中央高校） 徳島 森　　　　勇　心

1級 （町田工業高校） 東京 26

3 大　野　直　樹 弐段 （東大阪大柏原） 大阪 杉　谷　成　弥

2 小　林　龍　市 初段 （桜丘高校） 愛知 福 田 　　悠

初段 （大商大堺高校） 大阪 33

1級 （慶應義塾高校） 神奈川 32

9 上 田 稜 也 弐段 （大商大堺高校） 大阪 川 内 宝

弐段 （朝倉高校） 福岡 31

8 跡　田　大　樹 2級 （桜丘高校） 三重 小　穴　　　純

弐段 （大阪高校） 大阪 30

7 中　野　将　希 弐段 （上宮高校） 大阪 深　町　雅　也

6 的　場　大　空 初段 （青翔高校） 奈良 吉　井　　　　蓮

弐段 （桜丘高校） 愛知 36

初段 （橿原高校） 奈良 35

12 村　鞘　風　太 参段 （大阪高校） 大阪 横　井　竜　太

１級 （済美高校） 愛媛 34

11 岡　田　郁　輝 3級 （大竹高校） 広島 関　　　祥　範

初段 （大商大堺高校） 大阪 33

10 永　井　大　樹 初段 （大淀高校） 奈良 玉　置　　　剛

9 上　田　稜　也 弐段 （大商大堺高校） 大阪 川 内 　　宝

1級 （Sｔ.Mary'ｓ　Int.S.） 東京 39

初段 （橿原高校） 奈良 38

15 藤　原　朱　利 初段 （桜丘高校） 愛知 シェーファー東樹

弐段 （桜丘高校） 愛知 37

14 川　下　拓　人 初段 （翔陽高校） 熊本 上　田　尚　生

13 大　谷　六　樹 弐段 （大商大堺高校） 大阪 森　田　富美也

弐段 （近大付属高校） 大阪 43

弐段 （南紀高校） 和歌山 42

19 松 村 隼 佑 弐段 （青翔高校） 奈良 福 島 良 宏

初段 （大阪高校） 大阪 41

18 増　井　聡　志 弐段 （宝塚高校） 兵庫 江　口　拳　史

初段 （関西福科大高） 大阪 40

17 深　町　拓　海 1級 （浮羽工業高校） 福岡 八　木　雄　大

16 野　川　拓　真 1級 （関西福科大高） 大阪 新　垣　颯　太

2級 （慶應義塾高校） 神奈川 46

弐段 （大商大堺高校） 大阪 45

22 大　川　　　　翔 1級 （藤沢高校） 神奈川 中　澤　康　紀

１級 （阿波高校） 徳島 44

21 太　田　光　紀 弐段 （大阪高校） 大阪 中　倉　翔　太

弐段 （近大付属高校） 大阪 43

20 野　村　龍　星 初段 （関西福科大高） 大阪 光　永　直　哉

19 松　村　隼　佑 弐段 （青翔高校） 奈良 福 島 良 宏

参段 （東大阪大柏原） 大阪 48

初段 （桜丘高校） 愛知 47

24 山　本　虎次郎 初段 （桜丘高校） 三重 久根木　寿輝也

23 那　須　源　也 初段 （大商大堺高校） 大阪 伊　藤　健　至
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3 林　未紅 二段 龍谷大学 奈良 27

由良　沙優花 二段 明治大学 東京
1 1

本庄 葵 三段 濫觴會 奈良

岡崎　慧 三段 立命館大学 大阪

2 加藤　美月 三段 青山学院大学 愛知 26

1 脇山　沙樹 三段 関西大学 兵庫 25

6 6

11 11

谷 南奈美 三段 同志社大学 大阪

中村　あゆみ 四段 桜拳会 愛知

7 山原 千歩 三段 関西大学 大阪 31

須井　理沙子 二段 立教大学 埼玉

6 桝田　真美 四段 濫觴會 奈良 30

流通科学大学 大阪
2 2

5 唐澤　志保 初段 関西大学 大阪 29

三段 白虎会 大阪 28 筏　穂乃花 初段

林 未紅 段 龍谷大学 奈良
9 9

4 大橋　志保

本庄 葵 段 濫觴會 奈良

7 7

ロシア古武道連盟 Ｔｕｌａ
4 4

初段 関西外国語大学 大阪 34 Ａｎｚｈｅｌａ　Ｂｅｌｏｚｏｒ 初段

9 五藤　茜 初段 名城大学 愛知 33
10 10

10 中埜　樹里

生稲　有里 初段 滝ヶ原拳法部 大阪
3 3

大貫　千華子 二段 立命館大学 神奈川

谷 南奈美 三段 同志社大学 大阪

8 Ｍａｒｉｉａ　Ｖｏｒｏｎｉｎａ 初段 ロシア古武道連盟 Ｔｕｌａ 32

7 山原　千歩 三段 関西大学 大阪 31

8 8

5
生川 晴菜 三段 大阪体育大学 三重

後藤　穂奈美 三段 中央大学 埼玉

13 石田　茉優 初段 龍谷大学 奈良
37

中橋　春香 初段 愛知学院日進学舎 愛知

12 モーリス　はなこ 三段 同志社大学 大阪 36

11 具志堅リディア鮎美 二段 興志会 愛知 35

5
5

6
若林 千夏 二段 大阪経済大学 大阪

初段 流通科学大学 大阪
17 重田　華那 初段 甲南大学 大阪 2

41

Ｍｉｌａｎ
16 永井　里奈 二段 関西福祉科大学 大阪 9

2 40 谷山　沙利

1
9 39 Ｃａｒｏｌｉｎａ　Ｌａｖａｚｚａ 初段 日本拳法イタリア連盟

38 堀本　愛 １級 徳島県連盟 徳島
15 松本　芽 二段 立命館大学 奈良

生川 晴菜 三段 大阪体育大学 三重
14 藤原　翼 初段 関西大学 岡山

1

37

6
6

11
11

7
7

3
44 大石　佳奈 初段 青山学院大学 東京

21 Ｃａｍｉｌｌａ Ｃｏｒｓｏ 初段 日本拳法イタリア連盟 Ｖａｒｅｓｅ

中井　麻美 三段 茨木市日本拳法連盟 大阪
20 前川　和 初段 教心館 三重

3

坂﨑　智子 二段 和歌山大学 和歌山
19 坂崎　美香 四段 長久手クラブ 愛知

43

若林 千夏 二段 大阪経済大学 大阪
18 岡本　敦美 三段 関西大学 三重

42

41

8
8

小嶌　永倫子 四段 名古屋教室育成会 愛知

坂東　マリア 三段 関西大学 大阪
24 糸井　月 三段 中央大学 神奈川

48

二段 立教大学 群馬
23 山下　美優 二段 大阪体育大学 大阪 4

47

福岡
22 寺田　こころ 初段 和拳連湯浅 和歌山 10

4 46 新井　佐保

3
10 45 矢野　結香 三級 九州同志会

21 Ｃａｍｉｌｌａ　Ｃｏｒｓｏ 初段 日本拳法イタリア連盟 Ｖａｒｅｓｅ



第57回 全⽇本拳法男⼦個⼈選⼿権⼤会 ⼤阪市中央体育館

秋葉　洋一 五段 第1普通科連隊 東京都

平成29年9⽉24⽇

鈴木　拓巳 四段 愛知学院大学 愛知県

50 佐土原　拓也 三段 第1普通科連隊 東京都 100

平井　孝明 二段 陸自松本１３連隊 長野県

49 鈴木　雄登 四段 成和会 愛知県 99

岩井　亮輔 三段 徳島県連盟 徳島県

48 Ａｌｅｋｓｅｉ　Ｆｅｄｏｒｏｖ 初段 ロシア古武道連盟 Orenburg 98

Ｅｍｉｌｉｏ　Carrillo 三段 日本拳法メキシコ連盟 Mexico City

47 Ａｎｄｒｅｉ　Ｒｕｂｔｃｏｖ 初段 ロシア古武道連盟 Orenburg 97

七河　将太 初段 陸自　善通寺 香川県

46 角野　晃平 三段 大阪体育大学 大阪府 96

玉置　裕也 四段 松山市日本拳法連盟 愛媛県

45 Ｏｌｉｖｅｒ　Carrillo 三段 日本拳法メキシコ連盟 Mexico City 95

山上　侑佐 五段 白虎会 奈良県

44 石井　侑 三段 第３２普通科連隊 栃木県 94

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｓｕｋｈｏｖｅｒｋｈｏｖ 二段 ロシア古武道連盟 Barnaul

43 佐藤　充生 四段 信太山博隆会 大阪府 93

江口　竜平 三段 白浜支部 和歌山県

42 梅垣　健太 三段 同志社大学 大阪府 92

岡田　優司 三段 立命館大学 大阪府

41 八幡　貴紀 二段 名古屋工業大学 兵庫県 91

大友　充 初段 北富士拳法部 山梨県

40 山口　良輝 初段 日本大学歯学部 東京都 90

釜我　雄大 三段 大阪学院大学 大阪府

39 Jorge　Lopez 四段 日本拳法メキシコ連盟 Mexico City 89

東風濱　勇 三段 新風会 大阪府

38 上垣内　樹 四段 神戸大学 大阪府 88

豊福　泰弘 四段 館林道場 群馬県

37 坂本　憲蔵 初段 別府拳翔会 熊本県 87

江口　昌吾 三段 白浜支部 和歌山県

36 橋本　周平 四段 早稲田大学 大阪府 86

稲村　昌俊 三段 八志会 大阪府

35 Herve　Valentin 三段 フランス日本拳法連盟 Bacｃarat 85

齋藤　晶 二段 第1普通科連隊 東京都

34 鳥海　洸史 三段 第１空挺団 秋田県 84

越智 亮介 初段 龍皇会 滋賀県

33 鐘ヶ江　樹 二段 佐世保拳修館 長崎県 83

臼井　正道 四段 愛知郡育成会長久手クラブ 愛知県

32 森　英之 三段 香川拳法クラブ 香川県 82

Ｅｌｍａｎ　Ｓａｆａｒｏｖ 二段 ロシア古武道連盟 Tula

31 湯浅　貴勝 三段 国士舘大学 大阪府 81

佐藤　典英 四段 滝ヶ原拳法部 東京都

30 西口　寛一 四段 大淀高校教員 奈良県 80

Tony　Parizot 初段 フランス日本拳法協会 Anould

29 法島　政文 三段 第1普通科連隊 東京都 79

山本　翔聖 三段 愛知学院大学 愛知県

28 田畑正貴 二段 青葉拳友会 東京都 78

赤堀　峻 三段 関西大学 大阪府

27 印藤　健志 初段 久居自衛隊鴉会 大阪府 77

前川　晴人 五段 洪游會本部 大阪府

26 前田　稔輝 四段 大阪商業大学 大阪府 76

中村　圭志 二段 第1普通科連隊 東京都

25 徳永　裕次 三段 第１空挺団 佐賀県 75

廣瀬　達章 二段 第１空挺団 熊本県

24 Ｉｌｉａ　Ｋｏｌｅｄｉｕｋ 初段 ロシア古武道連盟 Murmansk 74

豊岡　浩平 三段 関西学院大学 兵庫県

23 百合草　春男 四段 明治大学 愛知県 73

松本　哲武 二段 同志社大学 大阪府

22 原田　優介 四段 駿台拳法倶楽部 滋賀県 72

鈴木　豊 四段 日大工日本拳法部OB会 栃木県

21 杉野　守 初段 別府拳翔会 大分県 71

Mattia　Lovallo 三段 日本拳法イタリア連盟 Milan

20 村田　真之 初段 同志社大学 東京都 70

Iaroslav　Boiko 初段 ウクライナ日本拳法連盟 Kiev

19 森　翔弥 二段 北海道連盟東千歳支部 北海道 69

福田　正宗 初段 久居自衛隊鴉会 奈良県

18 木村　友哉 三段 関西学院大学 大阪府 68

高井　宗 五段 愛知郡育成会長久手クラブ 愛知県

17 Filippo　Ｐｒｏｖｅｒｂｉｏ 初段 イタリア日本拳法連盟 Varese 67

小林　崇敏 初段 信太山博隆会 大阪府

16 松下　良 二段 岩手医科大学 秋田県 66

藤原　健太郎 初段 第42普通科連隊 熊本県

15 Ｉｇｎａｔｉｉ　Ａｎｆｉｍｏｆ 初段  ロシア古武道連盟 Barnaul 65

中山　健太 初段 久居自衛隊鴉会 奈良県

14 田原　一樹 三段 龍谷大学 大阪府 64

川﨑　大輝 三段 明治大学 大阪府

13 中川　侑太 三段 濫觴会 奈良県 63

宮本　直弥 四段 大阪産業大学 大阪府

12 東風濱　直希 三段 大阪学院大学 大阪府 62

Sergio　Salazar 四段 日本拳法メキシコ連盟 Mexico City

11 上村　律希 三段 立命館大学 大阪府 61

大西　真樹 三段 龍谷大学 奈良県

10 古屋敷 直道 二段 明治大学 東京都 60

山本　知希 二段 関西大学 大阪府

9 大野　陽亮 初段 別府拳翔会 大分県 59

近藤　恭斗 四段 豊橋南教室 愛知県

8  Saqer　 Shwedeh 二段  パレスチナ連盟 Gaza 58

脇山　拓也 初段 拳武会 福岡県

7 伊辺　杏志郎 二段 第22普通科連隊 宮城県 57

Nicolas　Bilo 二段 日本拳法イタリア連盟 Milan

6 宮本　真也 四段 芦屋大学 大阪府 56

伊藤　弘海 三段 中央大学 大阪府

5 三馬　恭佑 二段 阿波道場 徳島県 55

Ｇｅｒａｒｄｏ　Ｈｉｇｕｅｒａ 二段 日本拳法メキシコ連盟 Estado

4 杉本　力矢 三段 龍谷大学 大阪府 54

堀内　将志 三段 戦車教導隊 静岡県

3 植野　一希 三段 流通科学大学 大阪府 53

上垣内　一成 三段 関西大学 大阪府

2 羽後　智規 初段 久居自衛隊鴉会 三重県 52

1 友中　貴広 四段 大道 大阪府 51
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