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第２７回全日本フルコンタクト・テコンドー選手権大会

壮年部（ ～ 歳）組手無差別級対戦表（壮年部面着用フルコンタクト・テコンドー・ルール）40 50

原 浩之（湘南平塚跆拳道クラブ） 壮年部組手決勝戦

Ｃ第 試合 Ｒ第 試合1 10
藤崎真生（神戸六甲跆拳道クラブ） 優勝

山脇浩司（高知香南跆拳道クラブ） ２位

Ｃ第 試合2
宮城良太（神戸六甲跆拳道クラブ）

Ｂ級女子組手 無差別級対戦表（面着用フルコンタクト・テコンドー・ルール）

鈴木美祐（神奈川大学体育会跆拳道部）

Ｒ第 試合11
長曽我部優貴（岡山備前跆拳道クラブ） Ｂ級女子組手決勝戦

Ｃ第 試合 Ｒ第 試合3 24
小出ゆき（横浜市立大学体育会跆拳道部） 優勝

ｺｰﾝﾋﾟﾀｯｸ・ﾊﾟﾁｬﾗﾎﾟｰﾝ（神奈川大学 ２位

体育会跆拳道部） Ｃ第 試合4
大谷沙也加（岡山大学体育会跆拳道部） 試合R12

（ ）木伏はる佳 横浜市立大学体育会跆拳道部

Ｃ第 試合5
（ ）角田知美 武蔵小杉跆拳道クラブ

Ｂ級男子組手 無差別級対戦表（面着用フルコンタクト・テコンドー・ルール）

前橋拳史郎（岡山大学体育会跆拳道部）

第 試合R 13
小林風樹（神奈川大学体育会跆拳道部）

Ｃ第６試合

長澤宏哉（横浜市立大学体育会跆拳道部） Ｒ第 試合22
小林勇介（神奈川大学体育会跆拳道部）

Ｃ第７試合

森保公喜（横浜市立大学体育会跆拳道部） Ｂ級男子組手決勝戦

第 試合 Ｒ第 試合R 14 28
三富湧太（湘南平塚跆拳道クラブ） 優勝

新宅祟広（岡山大学体育会跆拳道部）

第 試合 ２位R 15
伊澤 卓（神奈川大学体育会跆拳道部）

橋本博司（長崎佐世保跆拳道倶楽部） Ｒ第 試合23
Ｃ第８試合

兼子 淳（岡山大学体育会跆拳道部）

第 試合R 16
尾崎秀麿（神奈川大学体育会跆拳道部）
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Ａ級男子組手無差別級 （フルコンタクト・テコンドー・ルール）
鈴木雅博（湘南平塚跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合18
（ ）中澤 友 大阪弁天町跆拳道クラブ

Ｒ第 試合1
石川敏輝（川崎跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合33
西岡 健（東京渋谷跆拳道クラブ） Ａ級男子組手 決勝戦

Ｒ第 試合 Ｒ第 試合2 38
八幡直明（東京中野跆拳道クラブ）

３位決定戦 優勝

霜倉 亮（神戸六甲跆拳道クラブ） Ｒ第 試合 ２位37
Ｒ第 試合3

吉場亮介（横浜戸塚跆拳道クラブ） ３位

Ｒ第 試合34
（ ）秀崎康隆 福岡筑紫野跆拳道クラブ

Ｒ第 試合4
高田憲利（岡山鏡野跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合19
鈴木裕司（湘南平塚跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合5
倉田剛志（千葉柏跆拳道クラブ）

Ａ級女子組手無差別級対戦表 （面着用フルコンタクト・テコンドー・ルール）
前根奏子（横浜市立大学体育会跆拳道部）

Ｒ第 試合20
田中千奈美（岡山大学体育会跆拳道部） Ｒ第 試合36

Ｒ第 試合 女子組手決勝戦6
澤田侑紀乃（神奈川大学体育会跆拳道部） 優勝

市坪 愛（東京江東跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合 ２位21
高 伶香（武蔵小杉跆拳道クラブ）

高校生組手無差別級対戦表 （面着用ライトコンタクト・テコンドー・ルール）
野原颯太（長崎佐世保跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合 高校生組手 決勝戦7
今津史博（愛知大府跆拳道クラブ） Ｒ第 試合25

優勝

伊藤岳陽（名古屋天白跆拳道クラブ）

Ｒ第 試合 ２位8
安岡洸佑（高知安芸跆拳道クラブ）

中学生女子組手無差別級対戦表（面胴着用ライトコンタクト・テコンドー・ルール）

Ｒ第 試合 福島良菜（福岡筑紫野跆拳道クラブ）ＶＳ 渡 巡来（長崎佐世保跆拳道クラブ） 優勝9
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小学生組手無差別級対戦表（小学生面胴着用ライトコンタクト・テコンドー・ルール）

（ ）武田龍倭 東京城南跆拳道クラブ

Ｃ第 試合52
小松孝太朗 高知安芸跆拳道クラブ 小学生組手決勝戦（ ）

Ｃ第 試合 第 試合55 C 57
中道孝汰（東京城南跆拳道クラブ） 優勝

木下颯太 湘南平塚跆拳道クラブ ２位（ ）

Ｃ第 試合53
（ ）二川虎誠 兵庫加古川跆拳道クラブ

中学生組手無差別級対戦表（中学生面胴着用ライトコンタクト・テコンドー・ルール）

（ ）鎌田健矢 湘南平塚跆拳道クラブ

第 試合R 17
青木隼人 東京江東跆拳道クラブ 中学生組手無差別級決勝戦（ ）

第 試合 Ｒ第 試合R 26 35
森 慎治（福岡筑紫野跆拳道クラブ） 優勝

長濱聖英 長崎佐世保跆拳道クラブ ２位（ ）

第 試合R 27
（ ）本多 尊 滋賀彦根跆拳道クラブ

中学生組手軽量級対戦表（中学生面胴着用ライトコンタクト・テコンドー・ルール）

Ｃ第 試合 三富朝日（湘南平塚跆拳道クラブ）ＶＳ 福島宏青（福岡筑紫野跆拳道クラブ）51
Ｃ第 試合 河 貴明（滋賀彦根跆拳道クラブ）ＶＳ Ｃ第 試合の勝者54 51
Ｃ第 試合 河 貴明 ＶＳ Ｃ第 試合の敗者56 51
＊ Ｃ第 試合とＣ第 試合で２連勝した場合、優勝者が確定するのでＣ第 試合は実施しない。51 54 56

注意 小学生および中学生組手試合は、コート（Ｃ表記）において実施予定であるが、試合進行状況により

リング（Ｒ表記）に変更する場合がある。
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第２７回全日本フルコンタクト・テコンドー選手権大会

Ｂ級蹴武型（Ｂ級蹴武型ルール・男女混合試合）

谷本翔平（岡山大学体育会跆拳道部）

Ｃ第 試合9
（ ）大波美奈 横浜市立大学体育会跆拳道部

Ｃ第 試合19
藤原慎介（大阪弁天町跆拳道クラブ）

Ｃ第 試合10
（ ）今井 楓 横浜市立大学体育会跆拳道部

Ｃ第 試合22
野崎翔吾 横浜市立大学体育会跆拳道部 級蹴武型 決勝戦（ ） B

Ｃ第 試合 Ｃ第 試合11 26
（ ）山田妃奈乃 神奈川大学体育会跆拳道部

優勝

川村奈瞳 横浜市立大学体育会跆拳道部 ２位（ ）

Ｃ第 試合12
（ ）新開竜大 岡山大学体育会跆拳道部

Ｃ第 試合23
井藤大貴（福岡博多跆拳道クラブ）

Ｃ第 試合13
（ ）本田彩未 神奈川大学体育会跆拳道部

Ｃ第 試合20
井本紗蘭（岡山大学体育会跆拳道部）

Ｃ第 試合14
河野昌俊（愛媛松山跆拳道クラブ）

少年少女部蹴武型（Ｂ級蹴武型ルール・男女混合試合）

（ ）福島宏青 福岡筑紫野跆拳道クラブ

Ｃ第 試合21
笹岡洸多（高知安芸跆拳道クラブ）

Ｃ第 試合15
守田真菜（福岡筑紫野跆拳道クラブ）

Ｃ第 試合24
寺川洸大（長崎佐々跆拳道クラブ） 少年少女部蹴武型 決勝戦

Ｃ第 試合 Ｃ第 試合16 28
斉藤未有（福岡筑紫野跆拳道クラブ）

３位決定戦 優勝

武田龍倭 東京城南跆拳道クラブ Ｃ第 試合 ２位（ ） 27
Ｃ第 試合17

寺川 葵（長崎佐々跆拳道クラブ） ３位

Ｃ第 試合25
安岡真子（高知安芸跆拳道クラブ）

Ｃ第 試合18
神谷優希（愛知大府跆拳道クラブ）
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Ａ級蹴武型（Ａ級蹴武型ルール・男女混合試合）

ﾌﾞﾛｯｸ 選手 （所属 得意型） ﾌﾞﾛｯｸ対戦表 勝者 型決勝戦 順位/

植田博和 東京江東跆拳道部クラブ 張良） Ｃ第 試合 植田 対 藤田 Ｒ/ 29
藤田源太郎（東京中野跆拳道部クラブ 張良） Ｃ第 試合 植田 対 荻山 第 第/ 36

/ 40 29Ａ 荻山 寛（熊本跆拳道愛好会クラブ乙支） Ｃ第 試合 藤田 対 荻山

試 位

Ｃ第 試合とＣ第 試合で２連勝した場合、Ｃ第 試合は実施しない 合* 29 36 40

青木隼人（東京江東跆拳道クラブ 若光） Ｒ/
Ｃ第 試合 Ｃ第 試合 第 第30 37

/ 30Ｂ 渡邉智也（岡山大学体育会跆拳道 忠武）

福島良菜（福岡筑紫野跆拳道クラブ 張良） 試 位/
Ｃ第 試合 合31

高橋佑輔（高知跆拳道クラブ 柳韓）/

西谷信一郎（東京大森跆拳道クラブ 張良） Ｒ/
Ｃ第 試合 Ｃ第 試合 第 第32 38

/ 31Ｃ 相良典隆（鹿児島曽於跆拳道部同好会 張良）

根塚友香（武蔵小杉跆拳道クラブ 関羽） 試 位/
Ｃ第 試合 合33

森 慎治 （福岡筑紫野跆拳道クラブ 乙支）/

前根奏子 横浜市立大学体育会跆拳道部 若光 Ｒ（ ）/
Ｃ第 試合 Ｃ第 試合 第 第34 39

/ 32Ｄ 辻 陽介（愛知大府跆拳道クラブ 乙支）

久本 遼（岡山跆拳道クラブ 乙支） 試 位/
Ｃ第 試合 合35

倉田剛志（千葉柏跆拳道クラブ 関羽）/
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第２７回全日本フルコンタクト・テコンドー選手権大会

蹴武型・団体戦 対戦表（蹴武型団体戦ルール）

型試合順番 団体名（選手） 予選型 決勝型 選抜基準/

Ｃ第 試合 愛知県跆拳道連盟（辻 陽介、伊藤岳陽、今津史博） 張良／忠武 推薦出場41

Ｃ第 試合 長崎佐世保跆拳道クラブ（野原颯太、長濱聖英、寺川洸大） 忠武／若光 推薦出場42

Ｃ第 試合 岡山大学体育会跆拳道部女子部（坂田梨沙、大谷沙也加、井本紗蘭）忠武／関羽 推薦出場43

Ｃ第 試合 横浜市立大学体育会跆拳道部（今井楓、長澤宏哉、小出ゆき） 聖徳 乙支 全日本大学大会団体戦型優勝44 /

Ｃ第 試合 武蔵小杉跆拳道クラブ（根塚友香、武田龍倭、角田知美） 張良／聖徳 ＪＴＡ団体戦型蹴美杯３位45

Ｃ第 試合 岡山大学体育会跆拳道部(前橋拳史郎、谷本翔平、田中千奈実） 張良／忠武 ＪＴＡ団体戦型蹴美杯２位46

Ｃ第 試合 福岡筑紫野跆拳道クラブ（福島良菜、森 慎治、福島宏青） 張良／聖徳 ＪＴＡ団体戦型蹴美杯優勝47

Ｃ第 試合 決勝戦進出団体（予選第３位） 順位 第 位48

Ｃ第 試合 決勝戦進出団体（予選第２位） 順位 第 位49

Ｃ第 試合 決勝戦進出団体（予選第１位） 順位 第 位50
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