
IBKO第1回インターナショナルコンベンション型部門　出場権獲得者

所属道場 名前 男・女 学年 型代表権獲得大会名 IC大会階級

極真下町金町 堀内　心晴 女 小1 21東京推薦 小1

極真下町金町 佐藤　竜弥 男 小1 22東日本選抜 小1

極真城西方南 吉澤　沙紀 女 小1 22東日本選抜 小1

極真城南武蔵小山 三田村　千尋 女 小1 推薦 小1

極真東京川端 鈴木　唯花 女 小2 21全日本1位 小2

極真城西方南 畑山　桐人 男 小2 21WC選抜1位 小2

極真神奈川港北 横溝　駿太 男 小2 21WC選抜 小2

極真下町金町 三原　孝継 男 小2 21全日本選抜 小2

極真下町金町 吉武　祐生 男 小2 21WC選抜 小2

極真神奈川港北 長浜　才蔵 男 小2 21全日本選抜 小2

士衛塾新潟 西脇　美遥 女 小2 22福島1位 小2

神武館 川口　紗羽 女 小2 22福島2位 小2

會士館 二瓶　遥真 女 小2 22福島3位 小2

極真礼心會 中田　尊 男 小2 22東日本1位 小2

極真東京川端 大塚　璃子 女 小2 22東日本選抜 小2

極真下町金町 中村　秀哉 男 小2 22最終選抜 小2

極真下町金町 島田　晟汰 男 小2 22最終選抜 小2

極真福井 梅田　周弥 男 小2 推薦 小2

極真下町金町 和工田　樹希 男 小3 20全日本1位 小3

極真東京佐藤 佐藤　優心 男 小3 20全日本2位 小3

極真神奈川港北 千葉　大和 男 小3 21全日本選抜 小3

極真福井 澤田　柊真 男 小3 20全日本選抜 小3

極真福井 野﨑　陽介 男 小3 20全日本選抜 小3

極真下町金町 酒井　優希 男 小3 21東日本選抜 小3

MAC湘南 関部　桜助 男 小3 21WC選抜 小3

士衛塾新潟 荻井　俊弥 男 小3 22福島選抜 小3

極真福島安斎 横田　瑠紀 男 小3 22福島選抜 小3

極真下町金町 堀内　柑菜 女 小3 22東日本1位 小3

極真下町金町 網代　充弘 男 小3 22東日本2位 小3

極真城西方南 吉澤　崇太朗 男 小3 22最終選抜 小3

世界闘英館 水上　宗祐 男 小3 22最終選抜推薦 小3

極真礼心會 青山　泰士 男 小4 20全日本1位 小4
極真礼心會 大谷　楓真 男 小4 20全日本2位 小4
極真下町金町 酒井　清智 男 小4 21全日本2位 小4

極真下町金町 丸山　丈翔 男 小4 21東日本4位 小4

尚道館 山崎　詩月 女 小4 20全日本選抜 小4

極真下町金町 斉藤　魁里 男 小4 21WC選抜 小4

極真横浜田中 齋藤　龍佑 男 小4 21全日本選抜 小4

極真東京川端 長沼　潤 女 小4 21全日本選抜 小4

極真下町金町 新矢　羽空丸 男 小4 20全日本選抜 小4

極真千葉小嶋 後藤　結心 男 小4 21全日本選抜 小4

極真横浜田中 笹井　啓太 男 小4 21東日本選抜 小4

極真福島安斎 小林　葵 男 小4 22福島1位 小4

極真福島安斎 鈴木 結陽 男 小4 22福島2位 小4

極真福島安斎 北条　結規 男 小4 22福島3位 小4

極真山形田畑 五十嵐　治人 男 小4 22福島3位 小4

極真埼玉今井 森川　心暖 小4 22東日本2位 小4

極真下町金町 田村　歩夢 男 小4 22東日本選抜 小4

極真栃木大平 道山　海斗 男 小4 22最終選抜 小4

マリー空手クラブ 堀田　ルル那 女 小4 22最終選抜 小4

拳友会国際総本部 渡邉　仁 男 小4 推薦 小4
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極真東京佐藤 佐藤　愛里 女 小5 20全日本2位 小5女子

極真福井 野﨑　優那 女 小5 20全日本選抜 小5女子

極真城西方南 須藤　紅緒 女 小5 21東日本選抜 小5女子

極真東京佐藤 中村　真里 女 小5 21全日本選抜 小5女子

極真宮城北杜塾 阿部　葉月 女 小5 22福島2位 小5女子

神武館 樋口　京花 女 小5 22福島3位 小5女子

會士館 清野 叶愛 女 小5 22福島選抜 小5女子

志成館 花畑　杏凪 女 小5 22東日本選抜 小5女子

極真栃木真岡 手塚　颯來 女 小5 22東日本選抜 小5女子

極真埼玉今井 野田　すず 女 小5 推薦 小5女子

極真城西方南 池田　結人 男 小5 21WC選抜1位 小5男子

極真下町金町 多良間　信公 男 小5 20全日本1位 小5男子

極真福島安斎 五十嵐　叶 男 小5 21全日本2位 小5男子

志高会館 渡邉　幸之助 男 小5 21全日本選抜 小5男子

極真下町金町 築山　蒼太 男 小5 21東日本選抜 小5男子

極真下町金町 高橋　佑綺 男 小5 21WC選抜 小5男子

世界闘英館 高山　陽登 男 小5 21全日本選抜 小5男子

極真福井 澤田　慶真 男 小5 20全日本選抜 小5男子

極真神奈川港北 宮下　翼 男 小5 21WC選抜 小5男子

極真下町金町 朴　殷東 男 小5 21WC選抜 小5男子

極真福島安斎 橋本　大和 男 小5 22福島3位 小5男子

極真下町金町 渡邉　司雀 男 小5 22東日本選抜 小5男子

極真城西方南 藤原　絆吏 男 小5 22東日本選抜 小5男子

極真福井 髙島　龍馬 男 小5 推薦 小5男子

極真下町金町 和工田　笑莉 女 小6 20全日本2位 小6女子

極真礼心會 計良　あゐる 女 小6 21全日本2位 小6女子

極真城西方南 図師　礼華 女 小6 21全日本選抜 小6女子

志成館 石岡　優音 女 小6 20全日本選抜 小6女子

極真埼玉今井 上村　美波 女 小6 21全日本選抜 小6女子

極真栃木足利 亀山　紗那 女 小6 22福島1位 小6女子

神武館 齋藤　心梛 女 小6 22福島2位 小6女子

極真福島安斎 安齋　結月 女 小6 22福島3位 小6女子

MAC本部 古林　華 女 小6 22東日本1位 小6女子

極真礼心會 髙橋　優円 女 小6 22東日本選抜 小6女子

極真城南武蔵小山 佐藤　玲王 男 小6 21全日本2位 小6男子

極真下町金町 小関　優心 男 小6 20全日本3位 小6男子

尚道館 高畑　佑丞 男 小6 21全日本選抜 小6男子

和塾 岡川　恵士 男 小6 21WC選抜 小6男子

極真福井 山野　世救人 男 小6 21全日本選抜 小6男子

極真福井 田辺　一颯 男 小6 20全日本選抜 小6男子

極真神奈川秦野 渡辺　桜貴 男 小6 20全日本選抜 小6男子

極真下町金町 加古　翔稀 男 小6 20全日本選抜 小6男子

極真礼心會 寉岡　修汰 男 小6 21全日本選抜 小6男子

士衛塾新潟 関　大義 男 小6 22福島1位 小6男子

至真会館 三浦　空大 男 小6 22福島2位 小6男子

會士館 目黒　心温 男 小6 22福島3位 小6男子

士衛塾新潟 青栁　佑汰 男 小6 22福島3位 小6男子

極真千葉五常中川 大藤　陽生 男 小6 22東日本1位 小6男子

極真神奈川秦野 藤澤　虎太郎 男 小6 22東日本選抜 小6男子

極真下町金町 島田　龍汰 男 小6 22最終選抜1位 小6男子

極真東京佐藤 澤田　莉奈 女 中1 20全日本1位 中1女子

極真東京佐藤 西元　花果 女 中1 20全日本2位 中1女子

尚道館 藤井　理央 女 中1 21全日本2位 中1女子
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極真礼心會 大谷　千冬 女 中1 21全日本選抜 中1女子

極真東京川端 小川　晃穂 女 中1 21全日本選抜 中1女子

世界闘英館 泉田　心渚 女 中1 21全日本選抜 中1女子

KWF極真千葉 前田　遥 女 中1 21東日本選抜 中1女子

和塾 本谷　澪百菜 女 中1 21東日本選抜 中1女子

極真城西方南 新田　彩姫 女 中1 20全日本選抜 中1女子

極真東京佐藤 中平　葵 女 中1 20全日本選抜 中1女子

FKC輝心会 佐藤　ほなみ 女 中1 22福島2位 中1女子

士衛塾新潟 西脇　成海 女 中1 22福島2位 中1女子

極真福島安斎 清水　理子 女 中1 22福島選抜 中1女子

極真栃木真岡 小森　絢音 女 中1 22東日本1位 中1女子

尚道館 齊藤　万結衣 女 中2 21WC選抜優勝 中2・3女子

極真福井 野﨑　彩那 女 中2 20全日本1位 中2・3女子

極真下町金町 加古　琴心 女 中2 21東日本1位 中2・3女子

極真栃木 茂櫛　明 女 中3 21東日本2位 中2・3女子

MAC本部 古林　沙羅 女 中2 20全日本2位 中2・3女子

極真福井 明城　結朱 女 中2 20全日本3位 中2・3女子

武奨館吉村 有澤　琉衣 女 中2 20全日本選抜 中2・3女子

極真下町金町 金田　明里 女 中2 21東京推薦 中2・3女子

神武館 遠藤　優衣 女 中2 22福島3位 中2・3女子

武奨館吉村 日尾　心優 女 中2 22福島選抜 中2・3女子

極真山形田畑 岸　華帆 女 中2 22福島選抜 中2・3女子

マリー空手クラブ 加藤　夢宙 女 中2 22最終選抜1位 中2・3女子

極真埼玉今井 上村　莉央 女 中2 推薦 中2・3女子

武奨館吉村 中田　春妃 女 中2 22北陸推薦 中2・3女子

極真神奈川港北 菊池　杏弥 男 中1 20全日本1位 中1男子

極真下町金町 田中　隼人 男 中1 21東日本1位 中1男子

極真下町金町 只野　虎太郎 男 中1 21全日本1位 中1男子

極真礼心會 山崎　慈明 男 中1 21全日本2位 中1男子

武奨館吉村 京谷　恵太朗 男 中1 20全日本3位 中1男子

極真東京佐藤 鬮目　佑真 男 中1 21全日本3位 中1男子

尚道館 大坂　元 男 中1 21WC選抜 中1男子

尚道館 上滝　悠史 男 中1 21WC選抜 中1男子

極真神奈川港北 前田　湊和 男 中1 20全日本選抜 中1男子

極真下町金町 斉藤　颯我 男 中1 21WC選抜 中1男子

極真下町金町 折原　寧紀 男 中1 21WC選抜 中1男子

極真東京佐藤 杉渕　敬人 男 中1 21全日本選抜 中1男子

尚道館 佐藤　奨悟 男 中1 21北陸推薦 中1男子

極真栃木足利 亀山　翔太 男 中1 22福島3位 中1男子

極真福島安斎 安斎　錬 男 中1 22福島3位 中1男子

極真宮城北杜塾 阿部　寿郎 男 中1 22福島選抜 中1男子

極真山形田畑 茨木　優志 男 中1 22福島選抜 中1男子

神武館 戸屋　太吾 男 中 22福島選抜 中1男子

極真千葉五常中川 花田　清仁 男 中1 22東日本1位 中1男子

極真下町金町 佐藤　海璃 男 中1 22東日本選抜 中1男子

極真城南武蔵小山 有井　澄海 男 中1 22最終選抜 中1男子

和塾 内山　愛理 女 中1 22最終選抜推薦 中1男子

極真神奈川座間 河野　壮冶 男 中3 21WC選抜1位 中2・3男子

極真埼玉木村 今村　大楽 男 中2 20全日本1位 中2・3男子

極真神奈川座間 与那嶺　太翔 男 中2 20全日本2位 中2・3男子

極真下町金町 武島　哲平 男 中3 21全日本2位 中2・3男子

尚道館 山崎　龍之介 男 中2 21東日本4位 中2・3男子

極真東京佐藤 山中　一成 男 中3 20全日本4位 中2・3男子
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極真城西方南 畑山　立輝 男 中2 20全日本選抜 中2・3男子

極真栃木 酒巻　奏大 男 中2 21WC選抜 中2・3男子

極真東京佐藤 佐藤　慶心 男 中3 20全日本選抜 中2・3男子

神武館 戸屋　絆 男 中2 22福島1位 中2・3男子

神武館 荒井　開成 男 中3 22福島2位 中2・3男子

士衛塾新潟 吉尾　晃大 男 中3 22福島選抜 中2・3男子

マリー空手クラブ 久保　結希 男 中2 22東日本選抜 中2・3男子

極真舎 大西　清太 男 中2 22東日本選抜 中2・3男子

神武館 永井　樹 男 中2 22最終選抜1位 中2・3男子

マリー空手クラブ 榊原　七翔 男 中3 推薦 中2・3男子

極真礼心會 宇田川　佐和子 女 20全日本選抜 シニア女子

極真横浜田中 堀口　奈緒子 女 21全日本選抜 シニア女子

極真神奈川港北 木村　佐知子 女 21全日本選抜 シニア女子

極真礼心會 小野　美紀 女 20全日本選抜 シニア女子

武奨館吉村 日尾　雅美 女 22福島1位 シニア女子

極真山形田畑 岸　香織 女 22福島2位 シニア女子

極真礼心會 川島　直美 女 22東日本選抜 シニア女子

極真城西方南 新田　あゆか 女 21東日本1位 マスター女子

極真礼心會 若林　恵子 女 21全日本1位 マスター女子

極真神奈川港北 金井　千恵 女 21全日本選抜 マスター女子

極真神奈川港北 鮫島　千秋 女 21WC選抜 マスター女子

極真横浜田中 岡　悦美 女 20全日本選抜 マスター女子

MAC湘南 井本　ハンナ　愛 女 21全日本選抜 マスター女子

極真横浜田中 笹井　陽子 女 22東日本1位 マスター女子

極真城南武蔵小山 川田　孝一 男 21WC選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真神奈川座間 内田　幸雄 男 21WC選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真城南武蔵小山 浅賀　誠一 男 21WC選抜1位 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真下町金町 藤崎　茂樹 男 20全日本選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真北海道今井 楢山　秀明 男 20全日本選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真東京川端 黒澤　光一 男 20全日本選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

極真東京川端 門田　靜明 男 20全日本選抜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ男子

KWF極真千葉 中村　幸一 男 21WC選抜1位 シニア男子

極真神奈川座間 東　真巳 男 21東日本1位 シニア男子

極真東京佐藤 岡田　晃之 男 21全日本1位 シニア男子

極真横浜田中 羽田　哲也 男 20全日本1位 シニア男子

MAC湘南 加川　岳彦 男 20全日本1位 シニア男子

極真横浜田中 荒　淳平 男 20全日本2位 シニア男子

極真神奈川港北 明石　剛之 男 21WC選抜 シニア男子

極真神奈川座間 栗木　賢一 男 21WC選抜 シニア男子

極真横浜田中 桒原　隆 男 21全日本選抜 シニア男子

拳優会クラブ 熊田　明雄 男 21東日本選抜 シニア男子

極真福島安斎 長谷川　伸一 男 22福島1位 シニア男子

極真下町金町 大東　克彦 男 22東日本選抜 シニア男子

極真千葉五常中川 齋藤　英明 男 22東日本選抜 シニア男子

極真福井 林　秀雄 男 21全日本1位 マスター男子

極真神奈川座間 宇山　洋平 男 21東日本1位 マスター男子

極真福井 山田　英二 男 20全日本2位 マスター男子

極真城西方南 藤垣　龍二 男 21WC選抜 マスター男子

極真東京佐藤 佐藤　朋和 男 20全日本選抜 マスター男子

MAC東京江戸川 栗原　啓二 男 20全日本選抜 マスター男子

神武館 遠藤　富洋 男 22福島1位 マスター男子

極真福島安斎 内藤　聡司 男 22福島2位 マスター男子

極真神奈川秦野 藤澤　賢一 男 22東日本1位 マスター男子
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所属道場 名前 男・女 学年 型代表権獲得大会名 IC大会階級

極真礼心會 鈴木　崇史 男 22東日本選抜 マスター男子

志誠館 冨山　莉奈 女 21全日本選抜 一般女子

極真神奈川港北 前田　ののか 女 20全日本選抜 一般女子

極真下町金町 渡邊　朱莉 女 高3 21全日本2位 一般女子

極真神奈川港北 田中　亜子 女 高1 21全日本2位 一般女子

極真神奈川港北 江川　さや香 女 高2 20全日本3位 一般女子

極真下町金町 広瀬　遥香 女 高1 21全日本3位 一般女子

尚道館 笹倉　優緋 女 高1 21全日本選抜 一般女子

武奨館吉村 中田　杷奈 女 高1 20全日本選抜 一般女子

極真城南武蔵小山 有井　満厘 女 高2 21WC選抜 一般女子

極真北海道今井 川合　未桜 女 高1 21WC選抜 一般女子

士衛塾新潟 岡田　佳奈 女 高1 22福島1位 一般女子

極真福島安斎 糸井川　愛華 女 22福島2位 一般女子

志成館 鮫島　凜織 女 高2 22東日本1位 一般女子

KWF極真千葉 古川　日葵 女 高1 22東日本2位 一般女子

マリー空手クラブ 伴　奈純 女 22東京推薦 一般女子

和塾 梅澤　和暉 男 21WC選抜1位 一般男子

極真福井 田中　佑昌 男 高2 20全日本1位 一般男子

極真千葉五常中川 浜尾　友都 男 20全日本2位 一般男子

極真千葉五常中川 坂田　智紀 男 20全日本選抜 一般男子

極真東京佐藤 宇津木　耀祐 男 20全日本1位 一般男子

極真東京佐藤 箕浦　柊太 男 21全日本選抜 一般男子

マリー空手クラブ 坂口　巧 男 21WC選抜 一般男子

極真福井 大久保　海晴 男 高2 20全日本2位 一般男子

極真下町金町 田中　亨 男 21全日本2位 一般男子

極真栃木 茂櫛　晴 男 高1 21東日本3位 一般男子

マリー空手クラブ 五藤　大誠 男 高1 21全日本選抜 一般男子

和塾 本谷　颯也斗 男 高2 21東日本選抜 一般男子

和塾 岡川　絋大 男 高1 21WC選抜 一般男子

極真神奈川座間 河野　優冶 男 高3 21WC選抜 一般男子

極真東京佐藤 吉田　健人 男 高1 20全日本選抜 一般男子

極真福井 中村　仁 男 高2 21北陸推薦 一般男子

至真会館 三浦　由大 男 高2 22福島1位 一般男子

極真宮城北杜塾 関井　涼介 男 高 22福島2位 一般男子

極真山形田畑 岸　夏輝 男 高1 22福島3位 一般男子

神武館 遠藤　壱晟 男 高1 22福島3位 一般男子

志成館 石岡　伴理 男 高1 22東日本2位 一般男子

極真千葉五常中川 綱川　仁之助 男 高1 22東日本選抜 一般男子

和塾 梅澤　尚暉 男 高1 22最終選抜1位 一般男子

マリー空手クラブ 浅野　悠介 男 高2 22全日本選抜 一般男子

極真下町金町 田中　史哉 男 高1 22最終選抜 一般男子


