
２０１９年（令和元年）ＩＢＭＡ極真会館増田道場 交流試合 

 伝統型の部 選手集合時間等のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応募状況により、区分け年齢の変更、少年一般合同、を行っておりますのでご了承ください。 

 駐車場体育館駐車場は有料です。（２４時間最大料金 1,200円） 

 試合は 2面、Ａコート（畳）、Ｂコート（床）で進行します。 

 靴は各自で管理してください。 

 ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

 競技開始時間になっても試合コートにいない場合、失格となりますのでご注意ください。 

 試合の順番を確認しておきましょう。（タイムスケジュール表をご参照ください） 

 過度なパーマ、染色及び奇抜とみなされる髪型での参加は出来ません。 

 メガネを使用している方は、演武中はメガネを外してください。 

●試合コート入退場の所作について（入退場の所作も採点の対象となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時  ２０１９ 年（令和元年）９月２２日（日曜日） ＊入場無料・観戦自由 

開 場（ ９：００） 選手受付（ ９：１５） 

開会式（１０：００） 閉会式 （１７時頃） 

会 場   稲城市総合体育館柔剣道場（B１）   

住所：東京都稲城市長峰 1-1 

当日の流れ 詳細は別紙タイムテーブルをご参照ください。 

進行状況により、予定よりも時間が前後する場合がありますのでご注意ください 

1. 名前を呼ばれたら起立し、試合コート後方の入場位置まで移動する。 

結び立ちとなり、“立礼”をゆっくりと、心を込めて行う。 

立礼は背筋・指先を伸ばし、上体を 30°傾斜する。 

2. 左足より入場して開始線まで移動する。 

開始線にて不動立ち。型の演武を始める。 

3. 演武が終了したら、開始線にて不動立ち。回れ右で後方を向いて、左足から進み、 

両足とも場外まで移動。場外で回れ右をして正面を向き、立礼する。 

4. 選手控え席まで移動。控え席の最後列へ並ぶ。 

 

 

Ａｺｰﾄ（畳） 
選手控席 

 

開始線 

 

立礼、入場 

 

Ｂｺｰﾄ（床） 
選手控席 

 

開始線 

 

立礼、入場 

 

正面席側 正面席側 



 
●クラス別の予選参加、敗者復活戦、準決勝、決勝進出の人数 

各クラス予選を行い、上位より規定人数がまず準決勝進出決定。残りの選手で敗者復活戦を行い、 

上位１名が準決勝進出となります。予選、敗者復活を通過した選手で準決勝戦を行い、 

上位３名が決勝へ進出。決勝戦は３名で行い、金メダル、銀メダル、銅メダルが決定します。 

 

 

 

 
 

【ＩＢＭＡ極真会館増田道場事務局】 

 〒206-0033東京都多摩市落合６丁目１５－２、２階 

メール info@masudakarate.com（受信許可設定の確認をお願いいたします） 

 

予選　⇒ 敗者復活戦　⇒ 準決勝 決　勝

Ｓ　クラス 無し 無し 4人 3人

Ａ　クラス 6人（勝ち抜け３人） 3人（勝ち抜け１人） 4人 3人

Ｂ　クラス 10人（勝ち抜け５人） 5人（勝ち抜け１人） 6人 3人

Ｃ１クラス 8人（勝ち抜け４人） 4人（勝ち抜け１人） 5人 3人

Ｃ２クラス 6人（勝ち抜け３人） 3人（勝ち抜け１人） 4人 3人

Ｄ１クラス 5人（勝ち抜け３人） 2人（勝ち抜け１人） 4人 3人

Ｄ２クラス 8人（勝ち抜け４人） 4人（勝ち抜け１人） 5人 3人

Ｅ１クラス 10人（勝ち抜け５人） ５人（勝ち抜け１人） 6人 3人

Ｅ２クラス 9人（勝ち抜け５人） 4人（勝ち抜け１人） 6人 3人
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　A,Ｂコートで行います。各コート勝ち上がり選手で決勝戦を行います。

　先⇒後の順番で試技を行い、採点により審査員の過半数の支持を得たほうが勝ちとなります。

高田馬場

調　　布

調　　布

メガロス八王子

ゴールドジム八王子

調　　布

調　　布

メガロス八王子

メガロス八王子

観空トーナメント（１０名）

調　　布

№３

№１

№１７

№１２

№６

№４

№９

№２７

№９

№２

鈴木　巽

橋本　朔

吉澤　桐星

鈴木　心

橋本　美

髙橋　永理花

渡辺　克彦

鈴木　麗

一之瀬　匠偉

フィリップスネイド

mailto:info@masudakarate.com


●選手名簿／型を演武する順番／各クラス、ゼッケン番号の小さい方から順番で試技を行います。 

 

ゼッケン 会員名 フリガナ 道場名 学年(現在の）他 現段級位

№１ 橋本　朔 はしもと　さく メガロス八王子 中学１年生 初段

№２ 一之瀬　匠偉 いちのせ　しょうい 調布 小学６年生 初段

№３ 鈴木　巽 すずき　たつみ 調布 中学１年生 初段

№４ フィリップスネイド 高田馬場 社会人 弐段

№５ 鈴木　麗 すずき　うらら 調布 小学５年生 １級（茶帯線有）

№６ 橋本　美 はしもと　めい　 メガロス八王子 小学４年生 １級（茶帯線有）

№７ 久嶋　志遠 くしま　しおん メガロス八王子 中学１年生 １級（茶帯線有）

№８ 金子　陽向 かねこ　ひなた メガロス八王子 小学６年生 １級（茶帯線有）

№９ 髙橋　永理花 たかはし　えりか 調布 高校２年生 １級（茶帯線有）

№１０ 永井　佳那 ながい　かな メガロス八王子 中学２年生 １級（茶帯線有）

№１１ 渋谷　仁 しぶや　じん メガロス八王子 小学５年生 １級（茶帯線有）

№１２ 鈴木　心 すずき　こころ 調布 小学２年生 ２級（茶帯）

№１３ 奥澤　達 おくさわ　さとし 鷺宮道場 中学１年生 ２級（茶帯）

№１４ 中根　來 なかね　らい 福島いわき 中学１年生 １級（茶帯線有）

№１５ 皆川　夕來 みなかわ　ゆうき 福島いわき 小学６年生 １級（茶帯線有）

№１６ 清水　潤 しみず　じゅん メガロス八王子 中学２年生 １級（茶帯線有）

№１７ 吉澤　桐星 よしざわ　とうせい メガロス八王子 小学４年生 ２級（茶帯）

№１８ 小泉　和範 こいずみ　かずのり メガロス八王子 小学５年生 ４級（緑帯）

№１９ 村山　夏輝 むらやま　なつき 鷺宮道場 中学２年生 ２級（茶帯）

№２０ 熊久保　美穂 くまくぼ　みほ 高田馬場 社会人 １級（茶帯線有）

№２１ 畠山　礼奈 はたけやま　れいな 調布 中学２年生 ３級（緑帯線有）

№２２ 齋藤　琴菜 さいとう　ことな 鷺宮道場 小学６年生 ３級（緑帯線有）

№２３ 山野辺　勇誠 やまのべ　ゆうせい 福島いわき 中学１年生 ７級（青帯線有）

№２４ 村山　瑞希 むらやま　みずき 鷺宮道場 小学６年生 ５級（黄帯線有）

№２５ 榎本　來夢 えのもと　らいむ 日野 小学６年生 ３級（緑帯線有）

№２６ 中嶋　陽太 なかじま　ひなた 日野 小学６年生 ３級（緑帯線有）

№２７ 渡辺　克彦 わたなべ　かつひこ ゴールドジム八王子 社会人 ４級（緑帯）

№２８ ジョン マーク スミス 鷺宮道場 社会人

№２９ 金子　陽茉莉 かねこ　ひまり メガロス八王子 小学３年生 ３級（緑帯線有）

№３０ 河上　久瑠美 かわかみ　くるみ 鷺宮道場 小学４年生 ４級（緑帯）

№３１ 榎本　夢愛 えのもと　ゆめあ 日野 小学４年生 ３級（緑帯線有）

№３２ 河口　柊 かわぐち　しゅう メガロス八王子 小学５年生 ３級（緑帯線有）

№３３ 寺田　遼平 てらだ　りょうへい メガロス八王子 小学５年生 ５級（黄帯線有）

№３４ 松本　光未 まつもと　こうみ 福島いわき 小学４年生 ５級（黄帯線有）

Ｓクラス（有段者）　準決勝（最破・撃砕小）決勝（征遠鎮）

Ａクラス（少年一般合同）　　予選・敗者復活（安三・平安２～５）準決勝（最破・撃砕小）決勝（征遠鎮）

Ｂクラス（少年一般合同）　　予選・敗者復活・準決勝（安三・平安２～５）決勝（最破・撃砕小）

Ｃ1クラス（小学６年生～一般）　予選・敗者復活（平安１）準決勝（安三・平安２）決勝（安三・平安２）

Ｃ２クラス（小学５年生以下）　予選・敗者復活（平安１）準決勝（安三・平安２）決勝（安三・平安２）



 

№３５ 小川　夏澄 おがわ　かすみ 鷺宮道場 高校２年生 白帯

№３６ 大塚　仁暉 おおつか　じんき 鷺宮道場 小学４年生 ７級（青帯線有）

№３７ 珍部　希龍 よしべ　きりゅう メガロス八王子 中学２年生 ３級（緑帯線有）

№３８ 鈴木　晴己 すずき　せいな 日野 小学５年生 ６級（黄帯）

№３９ 阿部　靖史 あべ　せいし 多摩本部 社会人 ８級（青帯）

№４０ 村木　琉 むらき　りゅう メガロス八王子 小学３年生 ６級（黄帯）

№４１ 雨宮　悠大 あめみや　ゆうだい メガロス八王子 小学３年生 ６級（黄帯）

№４２ 真島　海翔 まじま　かいと メガロス八王子 小学３年生 ６級（黄帯）

№４３ 齋藤　光汰 さいとう　こうた メガロス八王子 小学３年生 ６級（黄帯）

№４４ 山谷　勇太 やまたに　ゆうた 鷺宮道場 小学３年生 ７級（青帯線有）

№４５ 鈴木　丈翔 すずき　たける 鷺宮道場 小学３年生 ６級（黄帯）

№４６ 青木　空斗 あおき　そらと 多摩本部 小学３年生 ６級（黄帯）

№４７ 菱山　琉司 ひしやま　りゅうじ 多摩本部 小学３年生 ７級（青帯線有）

№４８ 中村　希 なかむら　のぞみ 鷺宮道場 小学６年生 ９級（橙帯）

№４９ 田村　翔 たむら　しょう 鷺宮道場 小学５年生 ８級（青帯）

№５０ 髙橋　海斗 たかはし　かいと 福島いわき 小学４年生 ８級（青帯）

№５１ 西川　美央 にしかわ　みお 多摩本部 小学４年生 ９級（橙帯）

№５２ 佐藤　拓海 さとう　たくみ 鷺宮道場 小学３年生 ９級（橙帯）

№５３ 甚野　光多郎 じんの　こうたろう 鷺宮道場 小学３年生 ９級（橙帯）

№５４ 竹村　匠生 たけむら　たくみ 鷺宮道場 小学３年生 ８級（青帯）

№５５ 山本　義顕 やまもと　よしあき 鷺宮道場 小学３年生 ８級（青帯）

№５６ 阿部　峻樹 あべ　しゅんき 多摩本部 小学５年生 ８級（青帯）

№５７ 太田　瑛視 おおた　えみる 多摩本部 小学５年生 白帯

№５８ 小倉　大知 おぐら　だいち メガロス八王子 小学１年生 ７級（青帯線有）

№５９ 篠宮　遥香 しのみや　はるか メガロス八王子 小学１年生 ７級（青帯線有）

№６０ 増渕　太俐 ますぶち　たいり 調布 小学１年生 ８級（青帯）

№６１ 高岩　諒輔 たかいわ　りょうすけ 鷺宮道場 小学２年生 ９級（橙帯）

№６２ 吉川　隆之介 きっかわ　りゅうのすけ 鷺宮道場 小学２年生 ９級（橙帯）

№６３ 森　工海 もり　たくみ 日野 小学２年生 白帯

№６４ 藤田　佳那栄 ふじた　かなえ 福島いわき 小学２年生 ９級（橙帯）

№６５ 真島　響己 まじま　ひびき メガロス八王子 小学１年生 ８級（青帯）

№６６ 河上 美千瑠 かわかみみちる 鷺宮道場 小学１年生 ９級（橙帯）

№３ 鈴木　巽 すずき　たつみ 調布 中学１年生 初段

№２ 一之瀬　匠偉 いちのせ　しょうい 調布 小学６年生 初段

№１ 橋本　朔 はしもと　さく メガロス八王子 中学１年生 初段

№５ 鈴木　麗 すずき　うらら 調布 小学５年生 １級（茶帯線有）

№６ 橋本　美 はしもと　めい　 メガロス八王子 小学４年生 １級（茶帯線有）

№９ 髙橋　永理花 たかはし　えりか 調布 高校２年生 １級（茶帯線有）

№１７ 吉澤　桐星 よしざわ　とうせい メガロス八王子 小学４年生 ２級（茶帯）

№１２ 鈴木　心 すずき　こころ 調布 小学２年生 ２級（茶帯）

№２７ 渡辺　克彦 わたなべ　かつひこ ゴールドジム八王子 社会人 ４級（緑帯）

№４ フィリップスネイド 高田馬場 社会人 弐段

Ｄ２クラス（小学３年生以下）　　予選・敗者復活（平安１）準決勝（安三・平安１）決勝（安三・平安１）

Ｅ１クラス（小学３年生以上）　　予選・敗者復活（太極１）準決勝（太極１）決勝（太極１）

Ｅ２クラス（小学２年生以下）　予選・敗者復活（太極１）準決勝（太極１）決勝（太極１）

観空トーナメント

Ｄ1クラス（小学４年生～一般）　予選・敗者復活（平安１）準決勝（安三・平安１）決勝（安三・平安１）



 
 

8:30

8:45

9:00 体育館入り口開場

9:15

10:00

オープニング演武（観空）

Ａコート Ｂコート

10:20 クラス 人数 クラス 人数

Ｓクラス　（予選） 0 Ｄ１クラス　（予選） 5

集計⇒発表

Ａクラス　（予選） 6 Ｄ２クラス　（予選） 8

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｂクラス　（予選） 9 Ｅ1クラス　（予選） 11

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ１クラス　（予選） 8 Ｅ2クラス　（予選） 9

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ２クラス　（予選） 6

集計⇒発表

11:50 Ａコート Ｂコート

クラス 人数 クラス 人数

Ｓクラス　（敗者復活） 0 Ｄ１クラス　（敗者復活） 2

集計⇒発表

Ａクラス　（敗者復活） 3 Ｄ２クラス　（敗者復活） 4

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｂクラス　（敗者復活） 5 Ｅ1クラス　（敗者復活） 5

集計⇒発表

Ｃ１クラス　（敗者復活） 4 Ｅ2クラス　（敗者復活） 4

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ２クラス　（敗者復活） 3

集計⇒発表

12:45

13:15 Ａコート Ｂコート

クラス 人数 クラス 人数

Ｓクラス　（準決勝） 4 Ｄ１クラス　（準決勝） 4

集計⇒発表 集計⇒発表

Ａクラス　（準決勝） 4 Ｄ２クラス　（準決勝） 5

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｂクラス　（準決勝） 6 Ｅ1クラス　（準決勝） 6

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ１クラス　（準決勝） 5 Ｅ2クラス　（準決勝） 6

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ２クラス　（準決勝） 4

14:30 集計⇒発表

14:45

15:45 決勝戦 決勝戦

クラス 人数 クラス 人数

Ｃ１クラス　（決勝） 3 Ｅ1クラス　（決勝） 3

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｃ２クラス　（決勝） 3 Ｅ2クラス　（決勝） 3

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｂクラス　（決勝） 3 Ｄ１クラス　（決勝） 3

集計⇒発表 集計⇒発表

Ａクラス　（決勝） 3 Ｄ２クラス　（決勝） 3

集計⇒発表 集計⇒発表

Ｓクラス　（決勝） 3

集計⇒発表

16:50

お昼休憩（３０分）

閉会式後に、参加者、関係者全員で集合写真を撮ります！！

清掃／会場撤収

閉会式（表彰式／総評／国家演奏）　記念撮影＊参加者全員

特別試合／観空トーナメント（45分）Ａブロック／Ｂブロック

＊試合の進行状況により時間が早まる/遅れる場合があります

開会式（国家演奏／代表師範挨拶／選手宣誓）

選手受付

運営スタッフ集合

会場設営


