
氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名

チャレンジクラス　幼児の部 寺田 夢叶 正道GSJ 三澤 蒼生 正道 菱川道場

チャレンジクラス　小学１年男子 堀内 蔵統 白虎会 深山 福士 正道GSJ 村田 一真 正道GSJ 曹  雅沢 正道喜連瓜破

チャレンジクラス　小学2年女子 益田 優咲 正道清智會

チャレンジクラス　小学2年男子 松田　宝 三浦道場 伊藤 汰央 正道清智會 田中 陽羽 正道青雲会 佐伯 琉成 三浦道場

チャレンジクラス　小学3年女子 西森 美波 三浦道場

チャレンジクラス　小学3年男子 大石 陽輝 正道戸田道場 中川 蓮夢 正道GSJ 寺田 空悟 正道GSJ 金沢 龍峨 正道GSJ

チャレンジクラス　小学4年女子 ｱﾝﾔﾝｳ 寧加 正道高雄道場 益田 陽咲 正道清智會 北嶋 陽向 拳正会館 田中 美優 正道GSJ

チャレンジクラス　小学4年男子 赤瀬 琥太郎 正道GSJ 荒木 慶 正道GSJ 秋沢 和飛 正道GSJ 山本 虎瑠 義心塾

チャレンジクラス　小学5年女子 岡本 栞奈 正道GSJ

チャレンジクラス　小学5年男子 矢島 晴人 正道立志舘 中井戸 優翔 正道GSJ 深山 蒼司 正道GSJ 中嶋 航誠 正道GSJ

チャレンジクラス　小学6年男子 寺口 輝 正道GSJ 喜友名 壮太 正道GSJ

スタンダードクラス　小学１年男子 竹内 優之輔 正道新心館

スタンダードクラス　小学２年男子 滝本 湊大 正道GSJ 大野 剛士 正道GSJ

スタンダードクラス　小学3年女子 辻 莉乃 正道高雄道場

スタンダードクラス　小学3年男子 栗坂 陽菜太 正道菱川道場 川端 光 正道総本部 石丸 智也 空手道MAC 山﨑 章太郎 正道靭優会

スタンダードクラス　小学4年男子 堀田 琉聖 正道真正館 藤木 雄斗 正道高雄道場

スタンダードクラス　小学5年男子 佐伯 颯 正道善正和會 平子 輝和 正道新心館 米澤 航平 正道喜連瓜破 平島 輝幸朗 正道靱優会

スタンダードクラス　小学6年男子 ｱﾝﾔﾝｳ 央悟 正道高雄道場 西﨑 由 正道心勇館

スタンダードクラス 中学男子50kg未満 大石 郁斗 正道戸田道場 深谷 桜介 正道真正館

スタンダードクラス 中学男子50kg以上 杉山 令 義心塾

出場 クラス

優勝 準優勝 第３位

ROAD TO KARATE ALL JAPAN 2019 ⼊賞者リスト｜チャンレンジ（初級）&スタンダード（中級）



氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名

チャンピオンクラス幼児の部 秋山 輝 正道喜連瓜破

チャンピオンクラス小学１年女子 川端 望 正道総本部

チャンピオンクラス小学１年男子 中岸 愛琉斗 内田塾 新大阪支部 平松 咲 正道会館 中田道場

チャンピオンクラス小学2年女子 曽和 咲良 金剛カラテ川地道場 鈴木 颯華 世界闘英館

チャンピオンクラス小学2年男子 中谷 昴樹 正道青雲会 喜多島 悠 正道真正館

チャンピオンクラス小学3年女子 近藤 麗愛 心道會 河合 風花 一拳会

チャンピオンクラス小学3年男子 野々垣 駿真 祐心会 金 樹利 正道新心館 山本 裕也 正道総本部 前田 陽斗 勇輝会館

チャンピオンクラス小学4年女子 根本 心絆 龍壱道場 玉城 彩月 正道髙雄道場

チャンピオンクラス小学4年男子 南方 海至人 勇誠会井上道場 戸尾 義信 正道GSJ 牧野 輝志 正援塾 古川 統真 正道真正館

チャンピオンクラス小学5年女子 山本 妃莉 正道総本部 植山 まつり 正道GSJ

チャンピオンクラス小学5年男子 大浴 元気 正道高雄道場 本杉　一颯 立志会 榊原 緑心 正道総本部 久保 天路 国際如水原田道場

チャンピオンクラス小学6年女子 伊達  真凜 正道菱川道場 下間  陽向 正道高雄道場

チャンピオンクラス小学6年男子 辻 正真 正道高雄道場 辻林 優一 正道高雄道場 西山 隼斗 正道GSJ 米田 崚人 正道GSJ

チャンピオンクラス 中学女子45kg未満 根本 美優 龍壱道場 登川 咲來 正道靭優会

チャンピオンクラス 中学男子50kg未満 竹並 楓 正援塾 傍島 結人 白蓮池田

チャンピオンクラス 中学女子45kg以上 西川 琴音 正道GSJ 大橋 美咲 正道真正館

チャンピオンクラス 中学男子50kg以上 大浴 剣心 正道高雄道場 山﨑 三四郎 正道靱優会

ROAD TO KARATE ALL JAPAN 2019 ⼊賞者リスト｜チャンピオン（上級）

出場 クラス

優勝 準優勝 第３位



氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名 氏名 団体名

一般男子マスターズBクラス 本城 知典 正道菱川道場

一般女子Bクラス 梅本 真奈 正道GSJ

一般男子Bクラス 高田 圭太 志真會館 竹下 稔季 志真會館

一般男子マスターズAクラス（70kg未満） 井本 規敬 正道菱川道場 八代 誠 正道真正館 中尾 貴光 正道兵庫県本部 藤倉 英紀 阿部道場

一般男子マスターズAクラス（70kg以上） 石橋 竜也 拳正会館

一般女子Aクラス（50kg未満） 小林 愛理奈 岡村道場

一般女子Aクラス（50kgi以上） 柳川 千砂 正道立志館

一般女子Aクラス（65kg未満） 原田 龍 国際如水原田道場 小森田 一真 正道髙雄道場

一般女子Aクラス（65kgi以上） 奥村 優人 白虎会 宮崎 聖也 宮崎道場

フルコンPlus -65kg級 松澤 安理人 正道新心館

フルコンPlus -75kg級 磯崎 哲哉 正道GSJ

ROAD TO KARATE ALL JAPAN 2019 ⼊賞者リスト

出場 クラス

優勝 準優勝 第３位


