
第59回 全日本拳法男子個人選手権大会 令和元年9月22日 大阪市中央体育館
上垣内　一成 参段 大道 大阪府

2 別所孝則 四段 春日井西 愛知 49

1 前川　晴人 五段 洪游会本部 大阪 48

小林　崇敏 弐段 信太山博隆會 大阪府

北海道

4 小田　健悟 弐段 第４１普通科連隊 大分県 51 佐竹京介 参段 同志社大学 大阪

3 Rogelio　Alba 初段 メキシコ連盟 MEXICO CITY 50 森　 翔弥 参段 第１１普通科連隊

BACCARAT

6 井上　天馬 参段 関西学院大学 兵庫 53 須藤　将太 弐段 第３４普通科連隊 茨木

5 齋藤 晶 参段 第１普通科連隊 東京 52 Lambert Pierre 初段 フランス連盟

大阪府

8 川端　卓 初段 滝ヶ原拳法部 長崎 55 北原　光司 四段 研心会 福岡県

7 Tyler Weaver 初段 アメリカ連盟 TEXAS 54 品田　茂人 四段 真武館

KIEV

10 猪俣　領二 四段 久居自衛隊鴉会 三重県 57 当广　将伍 参段 龍谷大学 奈良県

9 上田晃輝 参段 香川拳法クラブ 徳島県 56 Kostiantyn Lapieiv 初段 ウクライナ会

静岡

12 入田　和樹 参段 和拳連 和歌山 59 横井　虎太朗 参段 龍谷大学 三重県

11 田畑　正貴 参段 明治大学 東京 58 杉山  公規 参段 第１施設大隊

福島

14 Lagarde Mikael 初段 フランス連盟 JEANMENIL 61 植田甫空杜 弐段 関西大学 和歌山

13 小田　絃喜 初段 第１６普通科連隊 長崎県 60 千田　吉則 初段 滝ヶ原拳法部

MEXICO CITY

16 竹丸　塁主 参段 流通科学大学 大分県 63 石谷　航大 参段 関西学院大学 兵庫県

15 Nicolas Bilo 参段 イタリア連盟 MILAN 62 Oliver Carrillo 参段 メキシコ連盟

北海道

18 古川　優樹 弐段 第１６普通科連隊 長崎県 65 鈴木　豊 四段 北桜拳友会 福島

17 横井　竜太 参段 中央大学 三重 64 前田 祐斗 参段 第１１普通科連隊

MILAN

20 豊福　泰広 四段 館林道場 群馬県 67 水嶋　康二 参段 岡山総社道場 岡山

19 菅野　大夫 弐段 第４偵察戦闘大隊 福岡 66 Moris Biundo 弐段 イタリア連盟

MEXICO CITY

22 瀧口　雄太 四段 滝ヶ原拳法部 熊本 69 廣瀬　達章 四段 第１空挺団 石川県

21 岡田　郁輝 弐段 今治拳友会岩国支部 山口県 68 Juan　Orozco 初段 メキシコ連盟

徳島県23 深町雅也 参段 明治大学 福岡県 70 木村柊也 参段 明治大学

大阪府

25 坂本　憲蔵 弐段 別府拳翔会 大分県 72 鈴木雄登 四段 成和会 愛知

24 角野　晃平 四段 大阪体育大学 大阪府 71 岡田 燎也 四段 立命館大学

埼玉県

27 北垣内　伸彌 初段 信太山博隆會 大阪府 74 猪股 大志 参段 第１普通科連隊 東京

26 Maksym Ishchenko 初段 ウクライナ会 KIEV 73 橋本　明廣 参段 大宮自衛隊

大阪府

29 佐土原　拓也 参段 第１３普通科連隊 長野県 76 中川　侑太 参段 濫觴会 奈良県

28 宮本　直弥 四段 大阪産業大学 大阪府 75 小土井　壱貴 参段 大阪商業大学

KIEV

31 仙石　伸也 弐段 滝ヶ原拳法部 宮崎 78 片岡　海斗 弐段 中央大学 埼玉

30 中山　健太 初段 久居自衛隊鴉会 奈良県 77 Anton Runovskyi 初段 ウクライナ会

熊本県

33 玉置　裕也 四段 松山市連盟 愛媛県 80 Gabriel Tecuanhuey 初段 メキシコ連盟 MEXICO CITY

32 山本虎次郎 弐段 愛知学院大学楠本 愛知 79 黒木　伸矢 初段 熊本県連盟

大阪府

35 釜我　雄大 四段 大阪学院大学 大阪府 82 佐藤　典英 四段 滝ヶ原拳法部 東京

34 高尾　誠 参段 第３４普通科連隊 山梨 81 冨永　一希 参段 龍谷大学

愛知

37 小森彪楽 参段 明治大学 三重県 84 鈴木　智大 弐段 第１空挺団 東京都

36 伊藤　弘海 参段 中央大学 大阪 83 竹原昂我 参段 名古屋学院大学

VARESE

39 国渓　直満 初段 信太山博隆會 大阪府 86 大橋　照平 参段 龍谷大学 三重県

38 曽根　颯馬 参段 大阪経済大学 大阪府 85 Filippo Proverbio 初段 イタリア連盟

和歌山

41 小林　幸司 参段 京都産業大学 三重県 88 Emilio Carrillo 参段 メキシコ連盟 MEXICO CITY

40 Dylan Beal 初段 アメリカ連盟 TEXAS 87 茂木　獎吾 参段 和拳連

参段 関西大学

静岡

43 臼井正道 四段 愛知郡育成会 愛知 90 新田　成孝 参段 信太山博隆會 徳島県

42 Tarantzeff  Jonathan 初段 フランス連盟 ANOULD 89 長田　吉弘 参段 第３４普通科連隊

滝ヶ原拳法部 愛知県 93 鈴木拓巳 四段 成和会

大阪府

45 三輪功祐 初段 同志社大学 京都府 92 徳原盛元 参段 隗心会 兵庫県

44 佐藤　充生 参段 信太山博隆會 大阪府 91 高丸　雅貴

愛知

47 芳賀ビラル海 参段 白門拳法会 愛知県 94 秋葉 洋一 六段 第１普通科連隊 東京

46 大野陽亮 弐段


