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【視覚障がいの部】
大庭康資（おおば・やすし）
1978年12月6日
宮崎県高鍋町出身
所属：ユニバーサル松濤館本部
出場：３回目
2014世界大会銀メダル

【知的障がいの部】
今在家翔太（いまざいけ・しょうた）
1986年 12月11日
兵庫県神戸市出身
所属：空手道播磨
出場：２回目
2016世界大会プール予選３位

障がい者大会出場選手

男子組手 -67kg
篠原浩人

1989年6月2日生　
大阪府大阪市出身
175cm/70kg/A型　
所属：株式会社マルホウ
出身校：浪速高校、近畿
大学
主 な 戦 績：2016 世 界
選手権（団体）２位／
2014 アジア競技大会
１位／ 2015 アジアシ
ニア大会（団体）１位／
2015・16全日本選手権
２位／2018PLパリ２位、
ベルリン３位、東京２位

男子組手 -60kg
佐合尚人

1992年6月19日
東京都昭島市出身
171cm/60kg/O型
所属：高栄警備保障（株）
出身校：御殿場西高校、
帝京大学
主な戦績：2016PL 沖縄
３位／2015全日本実業
団２位

男子組手 -84㎏ /団体
荒賀龍太郎

1990 年 10 月 16 日 生
京都府亀岡市出身
184cm/82kg/B型　
所属：荒賀道場　
出身校：京都外大西高校、
京都産業大学
主な戦績：2016世界選
手権１位／2013ワール
ドゲームズ１位、2017２
位／2014・18アジア競
技大会２連覇／2013・
15・18アジアシニア大
会１位／全日本選手権５度
優勝／2017PL年間王者

男子組手 -75kg/団体
西村拳

1995年12月31日生
福岡県福岡市出身
180cm/73kg/O型　
所属：株式会社チャンプ
出身校：宮崎第一高校、
近畿大学
主 な 戦 績：2016 世 界
選手権（団体）２位／
2015 世 界 U21 大 会
２位／ 2015 アジアシ
ニア大会（団体）１位／
2017全日本選手権３位
／2018PLパリ１位、ロッ
テルダム１位

女子団体形
石橋咲織

1999年8月25日
神奈川県平塚市出身
157cm/56kg/A型
所属：帝京大学1年
出身校：横浜創学館高校
主な戦績：2018アジア
シニア大会（団体）１位

女子団体形
武儀山舞

1997年1月24日
長野県木曽郡出身
155cm/48kg/O型
所属：帝京大学4年
出身校：光明学園相模原
高校
主な戦績：2018アジア
シニア大会（団体）１位

女子団体形
平紗枝

1996年5月17日
岡山県岡山市出身
159cm/58kg/B型
所属：帝京大学4年
出身校：おかやま山陽高
校
主な戦績：2018アジア
シニア大会（団体）１位

初出場

初出場

５大会連続

初出場

２大会連続

初出場

６大会連続

男子組手団体要員
嶋田力斗

1999年12月25日
埼玉県さいたま市出身
173cm/81kg/O型
所属：京都産業大学1年
出身校：埼玉栄高校
主な戦績：2017世界 Jr
大会１位／2018PL東京
２位

女子組手 -55㎏
山田沙羅

1994年5月２日生　
東京都足立区出身
167cm/56kg/O型　
所属：大正大学
出身校：帝京高校、大正
大学
主な戦績：2016世界選
手権３位／2011世界Jr
大会２位／2016全日本
選手権２位／ 2016 全
日本学生１位／2018PL
ロッテルダム３位

女子組手 -50㎏
宮原美穂

1996年9月3日生　
福岡県福岡市出身
156cm/50kg/B型　
所属：帝京大学４年
出身校：帝京高校
主な戦績：2016世界選手
権２位／2017ワールド
ゲームズ２位／2015世
界U21大会３位／2013
世界Jr 大会２位／2011
世界Cd大会３位／2018
アジアシニア大会１位／
2018PLパリ１位、ラバト
１位、東京１位

女子組手 -61㎏
森口彩美

1996年3月6日生　
兵庫県神戸市出身
161cm/60kg/A型
所属：株式会社AGP
出身校：神戸龍谷高校、
帝京大学
主 な 戦 績：2015 世 界
U21大会２位／2013世
界 Jr 大会２位／ 2017
アジアシニア大会３位／
2018PLイスタンブール
３位初出場 ２大会連続 ２大会連続 初出場

女子組手団体要員
川村菜摘

1995年1月26日
青森県七戸市出身
170cm/68kg/O型
所属：警視庁警察学校
出身校：聖和学園高校、
帝京大学
主 な 戦 績：2015 世 界
U21大会１位／2014・
16世界学生１位／2018
アジアシニア大会（団体）
１位／2018PL東京３位
／2017PLパリ１位

女子組手 -68㎏ /団体
染谷香予

1991年 5 月14 日 生　
茨城県古河市出身
162.5cm/65kg/A型
所属：株式会社テアトルア
カデミー　
出身校：花咲徳栄高校、帝
京大学
主な戦績：2012世界選手
権１位／2015・17・18
アジアシニア大会３連覇／
2017ワールドゲームズ３
位／2013〜14全日本
選手権２連覇

女子組手団体要員
齋藤綾夏

1996年8月17日
岡山県岡山市出身
169cm/68kg/A型
所属：近畿大学４年
出身校：山口県鴻城高校
主な戦績：2018アジア
シニア大会（団体）１位／
2018全日本学生１位／
2018PLイスタンブール
３位、ベルリン３位

女子組手+68㎏/団体
植草歩

1992 年 7 月 25日生　
千葉県八街市出身
168cm/68kg/B型
所属：JAL　
出身校：日体大柏高校、帝
京大学
主な戦績：2016 世界選
手 権１位 ／ 2013・17
ワールドゲームズ２連覇／
2018アジア競技大会１位
／2017アジアシニア大
会１位／2015〜17全日
本選手権３連覇／2017・
18PL２年連続年間王者

４大会連続 ４大会連続 ３大会連続 初出場

男子団体形
上村拓也

1992年9月24日
沖縄県那覇市出身
165cm/74kg/AB型
所属：劉衛流龍鳳会
出身校：興南高校、沖縄
国際大学
主 な 戦 績：2016 世 界
選手権（団体）１位／
2015・17・18アジアシ
ニア大会（団体）３連覇

女子個人形
清水希容

1993年12月7日生　
大阪府大阪市出身
160cm/57kg/AB型　
所属：ミキハウス
出身校：東大阪大学敬愛
高校、関西大学
主な戦績：2014・16世
界選手権２連覇／2017
ワールドゲームズ１位／
2013〜17 全日本選手
権５連 覇／ 2014・18
アジア競技大会２連覇／
2018PL パリ１位、ベル
リン１位、東京１位

男子団体形
金城新

1991年11月22日
沖縄県沖縄市出身
170cm/74kg/O型
所属：劉衛流龍鳳会
出身校：沖縄県立美来工
科高校、沖縄国際大学
主 な 戦 績：2016 世 界
選手権（団体）１位／
2015・17・18アジアシ
ニア大会（団体）３連覇

男子個人形/団体形
喜友名諒

1990年7月12日生　
沖縄県沖縄市出身
170cm/78kg/O型　
所属：劉衛流龍鳳会　
出身校：興南高校、沖縄
国際大学
主な戦績：2014・16世
界選手権２連覇／2017
ワールドゲームズ１位／
2012〜17 全日本選手
権６連覇／2015・17・
18アジアシニア大会３連
覇／2018アジア競技大
会１位

４大会連続 ２大会連続 ２大会連続 ３大会連続

男子組手団体要員
森優太

1994年4月28日
神奈川県横浜市出身
180cm/75kg/B型
出身校：横須賀学院高校、
日本体育大学
主な戦績：2018PL東京
２位／2017SA沖縄２
位／2016PL沖縄１位

男子組手+84㎏/団体
香川幸允

1987年８月14日生
東京都目黒区出身
192cm/115kg/A型
所属：（株）テアトルアカ
デミー
出身校：学法福島高校、帝
京大学
主な戦績：2016世界選手
権（団体）２位／2017ワー
ルドゲームズ１位／2015
アジアシニア大会１位／
2014アジア競技大会２位
／2013全日本選手権１
位／2018PL東京１位

男子組手団体要員
崎山優成

1999年8月28日
香川県高松市出身
180cm/74kg/B型
所属：近畿大学工学部1
年
出身校：高松中央高校
主な戦績：2018PL ベル
リン１位／2018世界学
生（個人・団体）１位／
2017インターハイ１位

男子組手団体要員
安藤大騎

1997年6月27日
兵庫県姫路市出身
174cm/84kg/A型
所属：近畿大学3年
出身校：神戸第一高校
主な戦績：2017PL 沖縄
３位／2018世界学生（団
体）１位

５大会連続 初出場 初出場 初出場


