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２０１３年度 ＪＴＡ蹴武型ランキング・ベスト７

第２４回全日本フルコンタクト・テコンドー選手権大会 蹴武型（男女混合）選抜者及び推薦出場者発表（確定）

２０１３年１０月８日

日本テコンドー協会

宗師範 河 明生

２０１３年度、ＪＴＡ蹴武型（男女混合）ランキング・ベスト７を定め、

第２４回全日本フルコンタクト・テコンドー選手権大会・蹴武型の選抜出場及び推薦出場選手を発表する。
なお、引退者等は掲載していない。

記

選手名 段位 所属 年齢 身長 体重 出身地 得意型 選抜基準/
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 野村修一 三段 岡山備前 岡山備前 忠武 全日本大会優勝４連覇TC 33 163/58

１、蹴武型ベスト （ＪＴＡ蹴武型ランカー。全日本大会蹴武型出場権獲得者）7

第１位 植田博和 二段 東京江東 東京中央 忠武 全日本大会 位TC 30 174/63 2
神奈川大会優勝、

第２位 高崎健太 二段 新横浜 Ｄ 東京品川 関東大会優勝・九州大会優勝T 30 165/72
神奈川大会２位

関東大会２位第３位 西谷信一郎 三段 東京大森 北海道小樽 柳韓 関西大会優勝TC 39 175/60

第４位 辻 陽介 二段 愛知大府 愛知 中部大会優勝TC
関西大会２位・大阪神戸大会３位

中国大会３位第５位 米田勝則 初段 神戸六甲ＴＣ 若光 四国大会優勝、
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第６位 野原颯太 初段 長崎佐世保 長崎佐世保 佐賀大会優勝TC 15
九州大会２位・関西大会３位

第７位 河合泰典 初段 岡山備前ＴＣ 愛知 大阪神戸大会優勝

２、蹴武型 アンダー７ その１（予選会優勝に基づく全日本大会出場権獲得者）

第８位 金山咲恵 初段 横浜市大体育会 京都 全日本学生大会優勝22 155/49

３、アンダー７ その２（予選会入賞者中、全日本ＦＴ大会推薦出場確定者）

第９位 吉場亮介 初段 神奈川大学横浜体育会 横浜 中部大会２位・全日本学生大会２位21

第 位 河野昌俊 二段 愛媛松山 愛媛松山 関西大会３位10 TC 32 175/66

四国大会３位第 位 上岡紀美子 初段 東京江東ＴＣ 岡山 柳韓 中国大会２位、11 23

九州大会３位第 位 近藤弘章 初段 神戸六甲ＴＣ 大分 大阪神戸大会２位12

第 位 稲垣 健 二段 神戸六甲 大阪市 柳韓 四国大会２位13 TC 46 173/64

中部大会３位第 位 倉田 剛 二段 東京港ＴＣ 北海道函館 東京大会２位14 34 186/93

第 位 根塚友香 初段 武蔵小杉 横浜 若光 東京大会３位15 TC 23

第 位 宮内佐智子 初段 東京港 横浜 柳韓 関東大会３位16 TC 34 161/46

第 位 守田典男 初段 福岡博多ＴＤ 山口 佐賀大会２位17



- 3 -

第 位 山崎祟史 初段 岡山大学体育会 高知 全日本学生大会３位18

４、アンダー７ その３（最終予選会参加者中、ＪＴＡ倶楽部創設の功労に基づく全日本大会推薦出場確定者）

第 位 廣川禎教 二段 長崎佐世保 ＪＴＡ長崎佐世保＆佐々ＴＣ創設 関西大会出場19 TC 32 174/65

第 位 藤原慎介 初段 大阪弁天町 ＪＴＡ大阪弁天町ＴＤ創設 関西大会等出場20 TD

第 位 木綱竜介 初段 愛媛今治 ＪＴＡ愛媛今治ＴＤ創設 関西大会等出場21 TD

５、蹴武型 アンダー７ その４

（ 、 ）最終予選会参加者中 ＪＴＡクラブ・体育会運営功労およびＪＴＡ女子部活性化政策に基づく全日本大会推薦出場確定者

第 位 内土井さくら １級 高知工科大体育会 広島 主将として尽力 全日本学生大会出場22
＊昇段できない場合は取り消し

第 位 牧ヶ野萌衣 初段 横浜市大体育会 全日本学生大会出場23

第 位 加藤早織 初段 横浜市大体育会 全日本学生大会出場24

６、 蹴武型 アンダー７ その５（その他予選会入賞者）

弟 位 荻山 寛 初段 東京江東 神奈川大会３位25 TC

第 位 福島良菜 初段 福岡筑紫野ＴＣ 福岡筑紫野 佐賀大会３位26 12
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備考

１，ランキング選定基準
前年度全日本ＦＴ大会における順位を前提としながら、

①本年度予選会における直接対決の勝敗

②本年度予選会における優勝回数

③予選会参加時の試合内容および持続的予選会挑戦精神（３大会以上連続エントリー等）

等を基準とした。

２，第２４回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会の選抜選手選考・一部女子組手無差別級の大会名
①２０１２年１１月 第２３回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会

②２０１２年１２月 第６回四国テコンドー選手権大会 兼 第８回高知県テコンドー選手権大会

③２０１２年１２月 第２４回神奈川県テコンドー選手権大会

④２０１３年 ２月 第２回佐賀県テコンドー選手権大会

⑤２０１３年 ３月 第６回中国テコンドー選手権大会 兼 第１０回岡山県テコンドー選手権大会

⑥２０１３年 ３月 第１５回関東テコンドー選手権大会

⑦２０１３年 ５月 第５回中部テコンドー選手権大会 兼 第１０回愛知県テコンドー選手権大会

⑧２０１３年 ５月 第１回大阪・兵庫テコンドー選手権大会

⑨２０１３年 ６月 第４回九州テコンドー選手権大会 兼 第２回長崎県テコンドー選手権大会

⑩２０１３年 ６月 第１６回東京都テコンドー選手権大会

⑪２０１３年 ８月 第１１回関西テコンドー選手権大会 兼 第４回ＪＴＡ団体対抗戦

⑫２０１３年 ９月 第２回福岡県テコンドー選手権大会

⑬２０１３年１０月 第２５回全日本学生テコンドー選手権大会


