




Ａコート

　・小学3年男子上級の部 ・中学男子軽量級の部（-45㎏）

　・小学4年男子上級の部　 ・中学男子中量級の部（-55㎏）

　・小学5年混合初級の部 ・中学男子重量級の部（+55㎏）

　・小学6年女子の部 ・中学女子無差別級の部

　・小学6年混合初級の部 ・高校男子軽量級の部（-65㎏）

　・小学5年男子上級の部 ・一般男子無差別（初級）の部

　・小学6年男子上級の部 ・一般男子無差別（上級）の部

Bコート

　・年中・年長の部 ・小学3年混合初級の部

　・小学1年男子の部 ・小学3年女子の部

　・小学1年女子の部 ・小学4年女子の部

　・小学2年初級・中級の部 ・小学4年混合初級の部

　・小学2年上級の部

【受付時間】
２０２１年１２月１９日（日）　  　午前８時３０分より

【来賓挨拶】
午前９時

※開会式はありませんが、選手は9時までに各コートに集合をお願い致します。

【試合開始時間】
午前９時２０分開始予定

【プレゼント抽選会】

【昼休憩】

【各クラス決勝戦】



大　会　規　約　

日　時  令和3年12月19日（日）午前  ９時集合予定 申込先  侍杯大会事務局

 〒880-0905 宮崎市中村西2丁目6-5
 TEL：090-3072-8269

会場  ひなた県武道館 （宮崎県武道館 主道場） 締切日  令和3年10月20日（水）

参加資格  幼年部〜高校生まで 参加費  5,000円
※保険は出場選手各自でご加入ください。

申込みは郵便書留にて申込金 5,000円と申込用紙を同封の上、事務局まで送付して下さい。ゼッケンは当日、受付にて配布致します。

※新型コロナウイルス感染拡大による中止の際は諸経費を差し引いて返金致します。（締切前の場合は全額返金）

新型コロナウイルス感染防止対策における注意事項

※会場内では必ずマスクを着用ください。（装着してない場合は退出頂きます。）

※試合の付添い人は選手 1名につき1名となります。それ以外の方の入場はできません。

※３７．５℃以上の熱がある方の入場及び大会の参加はできません。  
※感染対策としてヘッドガードの貸し出しは致しません。

※今大会（JACの予選大会）はヘッドギアの着用は不可とします。マスクの着用は必須といたします。

試合規約

幼年～中学生 高校生以上

本戦 延長 再延長 本戦 延長 再延長

1分30秒 1分30秒 決勝のみ
1分30秒 2分 2分 決勝のみ

2分

1. 本大会は安全性を第一に考え、拳サポータ、すね当て、金的カップ等プロテクターの着用を義務づける。

　※サポーターは布製で、極端に薄手の物は使用不可。（金的カップ・拳サポータ・膝サポーターは参加者の持参とする。）

　 膝サポーターの着用は全クラス任意とする。

　一般上級のみ金的カップ以外のサーポター着用は無し。

　女子は小学3年生以上の胸サポーターの着用は任意ですが、ブラジャータイプのものに限る。腹部にかかるもの・硬質のものは

　主催者の判断で認めない場合があります。

　ヘッドガードは顔面がオープンなもの、前面が取り外しができるものをご準備下さい。（※小学男子上級と一般上級はヘッドガード無し）

2. 有効技

　Ａ. 手による顔面、首、金的以外の攻撃はすべて有効。

　Ｂ. 足による顔面膝蹴り（※高校生のみ有効）・金的以外の攻撃はすべて有効。

3. 反則技

　Ａ. 頭突き、手、肘による首、顔面攻撃。

　Ｂ. 金的、ダウンした相手を攻撃、背後からの攻撃。

　Ｃ. 相手をつかんだり投げたりすること。（つかみ・引っかけも一切不可）

　Ｄ. 反則は悪質なものをのぞいて注意が与えられ、注意2で減点1、減点2で失格となる。

4. 判定は1本勝ち、技有り( 2本で1本勝ちとなる。) 判定勝ち、反則ないし失格により判定される。

　尚、審判長の裁可によりドクターストップ、試合中止もあり得る。

参加選手注意事項

1. 安全性を図る上で、申込書の記入（身長・体重）は正確にお願い致します。

2. 申込書の記入間違いについては、失格になる場合がありますのでお気を付け下さい。

3. 試合中の怪我や事故については、主催者は一切責任を負いません。

4. もし何かの理由で参加不可能になった場合は、必ず大会委員会まで連絡すること。

（一旦納入した参加費はいかなる理由があろうと返却されない）

5.テーピングを施す必要がある場合は審判長又はドクターの指示に従い承認を貰ってください。

6.事前にスポーツ保険、傷害保険にご加入下さい。



協力参加道場
・暁 ・一道会

・雅道会館 ・極真会館　山下道場

・敬心會 ・恵誠会

・魁 ・侍道志 格闘塾

・昇龍会館 ・神武會

・誠龍門 ・正道会館

・志真館 ・禪空館

・叢林塾 ・闘気塾

・野崎塾 ・本田塾

・龍王塾. ・龍拳会

・悠慎會 ・遊天会

・森道場



年中・年長の部 優勝 準優勝 3位 3位

（9名）

　　　モリ　ホダカ

B－10

１　森　穂高 （森道場）

B－25

 　　　クマモト　ヒカル

B－1
２　隈本　光 （雅道会館）

 　　　シンモリ　セイヒ

３　新森　星日 （龍拳会）

 　　　カワノ　ソラト

B－11
４　河野　空斗 （禪空館）

決－①
 　　　スエナガ　リキ

５　末永　力 （魁）

　　　ヨネマル　テンペイ

B－12
６　米丸　天平 （一道会）

B－26

 　　　イデグチ　ユウ

７　井出口　悠 （雅道会館）

 　　　テラハラ　ユノ

B－13
８　寺原　優望 （龍王塾）

 　　　オマエ　ミヅキ

９　尾前　美月 （正道会館）



小学1年女子の部 優勝 準優勝 3位 3位

（7名）

　　　ゴトウ　ミノリ

10　後藤　実莉 （暁）

B－27
　　　ヒダカ　モカ

B－14
11　日髙　心椛 （一道会）

決－②

　　　ノムラ　オトカ

12　野村　乙夏 （敬心會）

　　　シナガワ　シュナ

B－15
13　品川　珠愛 （野崎塾）

　　　タナカ　シズク

B－28 14　田中　しずく （叢林塾）

　　　アラマキ　ミコイ

B－16
15　荒牧　美湖音 （一道会）

　　　カワゴエ　カンナ

16　川越　柑奈 （志真館）

小学1年男子の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（12名）
　　　クボタ　テルダイ

17　久保田　暉大 （龍拳会）

B－17
　　　オニツカ　タイホウ

B－2
18　鬼束　大鳳 （叢林塾）

B－29
　　マツシタ　シュウト

19　松下　柊翔 （暁）

　　　スエナガ　マモル

B－3
20　末永　守 （魁）

B－18
　　　エビハラ　ハヤト

21　蛯原　颯音 （敬心會）

決－③
　　　　カイ　ハルト

22　甲斐　暖人 （正道会館）

　　　　オクノ　マサト

23　奥野　優翔 （極真山下道場）

B－19
　　　　ホンダ　ヒカル

B－4
24　本田　輝大 （正道会館）

B－30
　　　ヤマサキ　ヒデアキ

25　山﨑　英明 （禪空館）

　　　ヒダカ　オウガ

B－5
26　日高　旺我 （龍拳会）

B－20
　　　サイトウ　ランマ

27　齋藤　嵐馬 （極真山下道場）

　　　　クロダ　ユウト

28　黒田　優翔 （侍格闘塾）



小学２年初級・中級の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（12名）

　　シンモリ　ミツキ

29　新森　水月 （龍拳会）

B－21
　　　イソザキ　エマ

B－6
30　磯崎　映麻 （極真山下道場）

B－31
　　　トギリ　ハルト

31　戸切　陽翔 （禪空館）

　　　カワノ　ハル

B－7
32　河野　悠 （雅道会館）

B－22
　　　タカシマ　ヒナタ

33　髙嶋　陽太 （正道会館）

決－④
　　　モリ　ゲンタ

34　森　元太 （森道場）

　　　ニシ　タイセイ

35　西　泰誠 （龍拳会）

B－23
　　ヨシゾノ　ケンノスケ

B－8
36　吉薗　謙之介 （極真山下道場）

B－32
　　　アオキ　リオ

37　青木　理央 （正道会館）

　　オオイシ　リョウマ

B－9
38　大石　綾馬 （叢林塾）

B－24
　　　ニシダ　タクト

39　西田　拓斗 （極真山下道場）

　　ニシタテノ　オクト

40　西立野　奥人 （雅道会館）



小学２年上級の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（14名）

　　　トクモリ　キラ

41　徳守　煌空 （叢林塾）

B－46
　　　キシタ　フウキ

B－33
42　木下　楓煌 （極真山下道場）

　　　タグチ　レンタ

B－69 43　田口　蓮汰 （龍拳会）

　　ニシミネ　タイガ

B－34
44　西峰　大雅 （雅道会館）

　　　オキマツ　リム

B－47
45　興松　琉夢 （本田塾）

　　　カイ　ヒナノ

決－⑤ B－35
46　甲斐　陽菜乃 （正道会館）

　　フサヤス　リョウト

47　房安　瞭徒 （極真山下道場）

　　マツザコ　カナタ

48　松迫　奏大 （極真山下道場）

B－48
　　　イリサ　タイキ

B－36
49　入佐　泰暉 （魁）

　　アサクラ　ミチカ

B－70
50　朝倉　望允 （禪空館）

　　ニイドメ　ショウ

B－37
51　新留　尚 （龍拳会）

　　　テラハラ　ソア

B－49
52　寺原　希心 （龍王塾）

　　ワタナベ　リュウガ

B－38
53　渡邊　琉冴 （本田塾）

　　ナリタ　ジョウマ

54　成田　条磨 （野崎塾）



小学3年混合初級の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（15名）

　　　クボタ　フウダイ

B－50

58　久保田　颯大 （龍拳会） 55

　　　サトウ　コウタ

B－39
59　佐藤　幸太 （極真山下道場）

　　テラハラ　シエル

B－71
60　寺原　幸輝 （龍王塾）

　　ヨシナガ　ライキ

B－40
61　吉永　麗騎 （叢林塾）

　　シナガワ　コハク

B－51
62　品川　琥珀 （野崎塾）

　　ミヨシ　エイスケ

B－41
63　三好　瑛介 （正道会館）

決－⑦
　　　ヤマシタ　ジン

64　山下　愼 （極真山下道場）

　　オニツカ　リュウマ

B－42
65　鬼束　龍馬 （叢林塾）

　　オガタ　ユウセイ

B－52
66　緒方　雄星 （極真山下道場）

　　　マツシタ　ハヤト

B－43
67　松下　颯翔 （暁）

　　サイトウ　リュウマ

B－72
68　齋藤　龍馬 （極真山下道場）

　　　ナリタ　フウマ

B－44
69　成田　楓磨 （野崎塾）

　　　ハガ　ハルト

B－53
70　羽賀　春翔 （禪空館）

　　ハシグチ　ケイマ

B－45
71　橋口　佳真 （極真山下道場）

　　　ヨシナガ　ラン

72　吉永　嵐 （侍格闘塾）



小学3年女子の部 優勝

（3名）

　　フジサキ　アイリ

55　藤崎　藍璃 （一道会）

決－⑥
　　　ホンダ　ユマ

56　本田　結愛 （正道会館）

B－73

　　　ヒダカ　ヒナ

57　日高　ひな （龍拳会）

小学4年女子の部 優勝 準優勝 3位 3位

（8名）

　　　ナガタ　ココネ

B－65
79　永田　心音 （侍格闘塾）

　　コウロキ　ナツヒ

B－74
80　興梠　夏陽 （叢林塾）

　　ニシミネ　ジュジュ

B－66
81　西峰　樹々 （雅道会館）

　　　オオウラ　ミカ

決－⑨ 82　大浦　心華 （誠龍門）

マツオカ　ナツキ

B－67
83　松岡　奈都姫 （龍拳会）

コダマ　ユナ

B－75
84　小玉　結菜 （誠龍門）

　　　シオツキ　セナ

B－68
85　塩月　聖菜 （正道会館）

　　ココノビラ　キララ

86　九平　稀徠 （侍格闘塾）



小学4年混合初級の部 優勝 準優勝 3位 3位

（15名）

　　　シンモリ　トウア

87　新森　冬空 （龍拳会）

B－61 　

　　マツウラ　トラヒコ

B－54
88　松浦　虎彦 （極真山下道場）

　　　マツモト　ソラ

B－76 89　松元　空羅 （雅道会館）

　　オイトリ　ユウキ

　
B－55

90　追鳥　裕規 （禪空館）

　　　ナベシマ　アミ

B－62 91　鍋島　あみ （闘気塾）

　　ヨシナガ　コハク

B－56
92　吉永　虎白 （叢林塾）

決－⑩
　　　タチバナ　レオ

93　立花　蓮凰 （敬心會）

　　　コヒガシ　ルイ

B－57
94　小東　琉慈 （極真山下道場）

　　カワゴエ　ヒロト

B－63 95　川越　大豊 （志真館）

　　　ノムラ　ハルト

B－58
96　野村　春斗 （敬心會）

　　マツシタ　レント

B－77 97　松下　蓮翔 （暁）

　　シュウリ　ケント

B－59
98　修理　拳百 （極真山下道場）

　　　オダ　リョウマ

B－64 99　小田　凌誠 （一道会）

　　　ウラタ　ナナト

B－60
100　浦田　七斗 （龍王塾）

　　　オカザキ　ケイジロウ

101　岡崎　慶士郎 （龍拳会）



小学3年男子上級の部 優勝 準優勝

（6名）
　　　コハタ　タツヤ

A－30

73　木幡　竜也 （禪空館）

　　ココノビラ　テンシュン

A－10
74　九平　槙彪 （侍格闘塾）

決－⑧
　　　ウチダ　ショウマ

75　内田　翔真　 （極真山下道場）

　　　ササキ　リン

A－11
76　佐々木　凛 （極真山下道場）

A－31
　　オマエ　リュウキ

77　尾前　龍輝 （正道会館）

　　　コダマ　イブキ

78　児玉　勇吹 （侍格闘塾）

小学4年男子上級の部 優勝 準優勝 3位 3位

（8名）

　　　イワミツ　イッセイ

A－12
102　岩滿　一惺 （禪空館）

　　　フサヤス　シュウマ

A－32
103　房安　秀磨 （極真山下道場）

　　　ハラシゲ　ユウセイ

A－13
104　原重　侑星 （極真山下道場）

　　　オチマル　ユウマ

決－⑪ 105　落丸　結稀 （侍格闘塾）

　　　コダマ　マナト

A－14
106　児玉　真斗 （侍格闘塾）

　　　マツザコ　アユム

A－33
107　松迫　歩夢 （極真山下道場）

　　　モリ　リョウガ

A－15
108　森　涼駕 （森道場）

　　　　イグロ　ゼン

109　伊黒　膳 （龍拳会）



小学5年混合初級の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（13名）

　　  　ココノビラ　ユズキ

110　九平　柚稀 （侍格闘塾）

A－16
　　　フジサキ　ソウタ

A－1
111　藤崎　颯太 （一道会）

A－34
　　　　サトウ　ユウヤ

112　佐藤　裕也 （極真山下道場）

　　　ニイドメ　リキ

A－2
113　新留　力 （龍拳会）

A－17
　　　オクゾノ　レン

114　奥薗　漣 （極真山下道場）

決－⑫
　　　スエナガ　エイジ

115　末永　瑛二 （魁）

　　　ヒエジマ　ミズキ

A－3
116　比江島　瑞樹 （暁）

　　　オオイシ　ヨウク

A－18 117　大石　洋空 （叢林塾）

　　　オクノ　タイガ

A－4
118　奥野　泰駕 （極真山下道場）

A－35
　　オカザキ　リュウシロウ

119　岡崎　龍士郎 （龍拳会）

　　　ミヤハラ　リク

A－5
120　宮原　陸 （本田塾）

A－19
　　　フルコウジ　ワタル

121　古小路　航瑠 （一道会）

　　　シミズ　リュウヤ

122　清水　龍弥 （極真山下道場）



小学6年女子の部 優勝 準優勝

（4名）

　　　フサヤス　クルミ

A－38
135　房安　久瑠美 （極真山下道場）

　　　イノウエ　ハナ

決－⑭ 136　井上　葉奈 （暁）

　　　サカモト　モカ

A－39
137　坂本　萌香 （闘気塾）

　　　フルコウジ　ルカ

138　古小路　瑠華 （一道会）

小学6年混合初級の部 優勝 準優勝 3位 3位

（7名）

　　　ミヤタ　マサムネ

A－40

139　宮田　征宗 （遊天会）

　　　オオウラ　ケイジ

A－24
140　大浦　敬慈 （誠龍門）

　　　フジナカ　トウマ

決－⑮ 141　藤中　尊誠 （極真山下道場）

　　　マツダ　ライキ

A－25
142　松田　徠稀 （龍拳会）

A－41

　　　　ヨシゾノ　ユウスケ

143　吉薗　雄介 （極真山下道場）

　　　　ヤスダ　ユイカ

A－26
144　安田　結香 （遊天会）

　　　モリヤ　ユウセイ

145　森屋　佑星 （禪空館）



小学5年男子上級の部 優勝 準優勝 3位 3位

　（12名）
　　　ヤマシタ　ユウガ

A－20

123　山下　侑我 （極真山下道場）

　　　　タナカ　レン

A－6
124　田中　蓮大 （龍拳会）

A－36
　　　ワタナベ　ケンジロウ

125　渡邉　賢士朗 （恵誠会）

　　　イソザキ　トア

A－7
126　磯﨑　叶歩 （極真山下道場）

A－21
　　　カタヤマ　シュウト

127　片山　萩斗 （叢林塾）

決－⑬
　　　ニシダ　ヒロト

128　西田　大斗 （極真山下道場）

　　　オノ　アヤト

129　小野　揺侑 （叢林塾）

A－22
　　　シイハラ　ガクト

A－8
130　椎原　楽翔 （極真山下道場）

A－37
　　　タグチ　ユウセイ

131　田口　裕誠 （龍拳会）

　　　トウゴウ　テンタ

A－9
132　東郷　天太 （正道会館）

A－23
　　　イノウエ　ユウト

133　井上　優斗 （暁）

　　　　ササキ　レン

134　佐々木　蓮 （極真山下道場）

小学6年男子上級の部 優勝 準優勝 3位 3位

（7名）

　　　トクチ　ミカゼ

146　徳地　海風 （暁）

A－42
　　　ワタナベ　リオ

A－27
147　渡辺　莉央 （正道会館）

決－⑯

　　　ナガフク　ヤマト

148　永福　也真斗 （侍格闘塾）

　　　ナベシマ　ダイキ

A－28
149　鍋島　大輝 （闘気塾）

　　　モリ　テッペイ

A－43 150　森　徹平 （森道場）

　　　サカシタ　トラジ

A－29
151　坂下　琥獅 （野崎塾）

　　　クボタ　レンダイ

152　久保田　漣大 （龍拳会）



中学男子軽量級の部（-45㎏） 優勝 準優勝 3位 3位

（7名）
　　　　ニシダ　ユウト

A－59

153　西田　優斗 （極真山下道場）

　　　　ナガタ　カンタ

A－48
154　永田　寛大 （野崎塾）

決－⑰

　　　スギタ　ケンショウ

155　杉田　健将 （誠龍門）

　　　オキミズ　リンタロウ

A－49
156　沖水　凛太郎 （遊天会）

A－60

　　　　ハマダ　ケンタ

157　濵田　健太 （一道会）

　　　　ホンダ　カケル

A－50
158　本田　翔大 （正道会館）

　　　　ヨシナガ　リン

159　吉永　琳 （侍格闘塾）

中学男子中量級の部（-55㎏） 優勝 準優勝 3位 3位

　（12名）
　　　フジサキ　タツヤ

A－51

160　藤崎　竜也 （一道会）

　　　　スギオ　アキ

A－44
161　杉尾　空毅 （叢林塾）

A－61
　　　ワタナベ　イッサ

162　渡邊　一冴 （本田塾）

　　　イノウエ　ツバサ

A－45
163　井上　翼 （龍王塾）

A－52
　　　ナガフク　マナト

164　永福　真士 （侍格闘塾）

決－⑱
　　　コバ　リョウタ

165　木場　涼太 （龍拳会）

　　　ヤマシタ　タイガ

A－53

166　山下　泰我 （極真山下道場）

　　　オカザキ　ジョウ

A－46
167　岡﨑　丈 （正道会館）

A－62
　　　　コマツ　ハク

168　小松　珀 （龍拳会）

　　　ユゲ　コウノスケ

A－47
169　弓削　康之輔 （叢林塾）

A－54
　　　　ハシダ　ハルヒ

170　橋田　春陽 （一道会）

　　　　ハラダ　タイガ

171　原田　大雅 （龍拳会）



中学男子重量級の部（＋55㎏） 優勝 準優勝

（6名）
　　　　ナガタ　モモカ

A－63

172　永田　桃華 （侍格闘塾）

　　　サカイ　ケイスケ

A－55
173　酒井　圭輔 （禪空館）

決－⑲
　　　タケイ　リョウマ

174　竹井　崚馬 （誠龍門）

　　　　ナガタ　ソウタ

A－56
175　永田　颯汰 （侍格闘塾）

A－64
　　　フジモト　タイガ

176　藤本　虎 （遊天会）

　　　　マツモト　リク

177　松本　陸玖 （一道会）

中学女子無差別級の部 優勝

（3名）
　　　　コダマ　カホ

178　小玉　香穂 （誠龍門）

決－⑳
　　　　コダマ　ミク

A－65
179　兒玉　美空 （暁）

　　　　ニシダ　アイミ

180　西田　愛美 （極真山下道場）

高校男子軽量級の部（−65㎏） 優勝 準優勝

（6名）
　　　　ミタイ　コウシ

A－66

181　三田井　虎志 （本田塾）

　　　オオツカ　ユウセイ

A－57
182　大束　有正 （誠龍門）

決－㉑
　　　コダマ　イッセイ

183　児玉　一成 （本田塾）

　　　　サカモト　トワ

A－58
184　阪元　斗羽 （誠龍門）

A－67
　　　　ヨシナガ　コウ

185　吉永　昂 （侍格闘塾）

　　　　ミタイ　ケイシ

186　三田井　啓志        （本田塾）



一般男子無差別（初級）の部 優勝

（3名）

　　　エビハラ　タクロウ

187　蛯原　拓郎 （敬心會）

決－㉒
　　　カジハラ　セイヤ

A－68
188　梶原　誠也 （龍拳会）

　　　アンドウ　ハルキ

189　安東　陽樹 （敬心會）

一般男子無差別（上級）の部 優勝

（2名）

　　　ヤツシロ　タイチ

決－㉓

190　八代　泰一 （誠龍門）

　　　オオヤマ　レイ

191　大山　嶺 （極真山下道場）
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