
第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

19 新谷 真矢 しんたに まさや （桜塾）
A512 深見 歩 ふかみ あゆむ （空會館）

20 坪内 慶真 つぼうち けいしん（極真浜井石川）
A17

A1913 澤田 大和 さわだ やまと （極真浜井石川）
A2 21 福島 新太 ふくしま あらた （武奨館砺波）

A614 桶川 英士 おけがわ えいと （武奨館内灘）
22 中森 鼓童 なかもり こどう （士衛塾石川）

A27 A2815 山崎 旦陽 やまざき あさひ （武奨館高岡）
A3

A33
23 山本 悠馬 やまもと ゆうま （武奨館小松）決勝戦

A716 西村 蒼生 にしむら そうき （極真石川竹吉道場）
A18 24 潮津 敢太 うしおづ かんた （武心会）

A2017 中関 友大 なかぜき ゆうだい（桜塾）
A4 25 山貫 利來 やまぬき りく （武奨館高岡）

A818 永川 心絆 ながかわ しんば （武心会）
26 橋野 維吹 はしの いぶき （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学２年男子の部 15名/Ａコート

1 木田村 蓮飛 きたむら れんと （士衛塾石川） 2 後藤 獅虎 ごとう れおと （武奨館高岡）
A31
決勝戦

優勝

初級　幼年の部 ２名/Ａコート

3 足立 孝太郎 あだち こうたろう（佐藤道場）
8 押上 力丸 おしがみ りきまる（極真石川竹吉道場）

A9
A114 石田 春翔 いしだ はると （極真石川竹吉道場）

A1 9 谷口 朝飛 たにぐち あさひ （極真浜井石川）
5 海道 大夢 かいどう ひろむ （極真高橋道場） A25 A26

A32
10 中島 蓮 なかしま れん （空柔館）決勝戦

A126 中久木 馨 なかくき けい （真誠塾）
A10 11 金光 航和 かねみつ こうや （空會館）

7 中関 大也 なかぜき ひろや （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学１年男子の部 ９名/Ａコート

27 遠藤 幹太 えんどう かんた （桜塾） 33 本山 大尊 もとやま たいそん（佐藤道場）

A21 A23
28 桂 新汰 かつら あらた （極真浜井石川） 34 中村 弥 なかむら あまね （正樹道場）

A13 A15

29 武市 倫和 たけち やまと （極真高橋道場） 35 髙島 碧 たかしま あお （武奨館砺波）
A29 A30

A34
30 堀川 省一 ほりかわ しょういち（正樹道場） 36 坂下 琉偉 さかした るい （武心会）

A14
決勝戦

A16

31 桑原 和寿 くわばら かずとし（武奨館七尾） 37 直嶋 蒼翔 なおしま あおと （極真石川竹吉道場）
A22 A24

32 織田 琥十六 おだ ことむ （武心会） 38 道下 敬弘 みちした たかひろ（桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学３年男子の部 12名/Ａコート
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第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

みたに あいら たまさく ゆずの いで さら
勝敗66 三谷 愛來 67 玉作 柚乃 68 井出 彩空

66 三谷 愛來 みたに あいら （七州会） D1 D7

67 玉作 柚乃 たまさく ゆずの （正樹道場） D1 D17

68 井出 彩空 いで さら （拳心会館） D7 D17

優勝 準優勝

初級　小学４年女子の部 ３名/Ｄコート

39 中 旺世 なか おうせ （正樹道場） 44 河崎 琉稀 かわさき るき （武心会）

A42 A44
40 秋田 透槙 あきた とうま （武奨館根上） 45 山本 英汰 やまもと えいた （極真会館坂本派福井県本部）

A35 A36

A50 A5141 升井 結規 ますい ゆうき （武心会） 46 小谷 莉久 おだに りく （闘己會吉塚道場）
A54
決勝戦

42 永川 翔絆 ながかわ とき （武心会） 47 永川 耀絆 ながかわ るき （武心会）
A43 A45

43 茂森 南実 しげもり みなみ （桜塾） 48 田中 颯磨 たなか そうま （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学４年男子の部 10名/Ａコート

62 青木 望亜 あおき のあ （空會館） 63 山本 琉世 やまもと りゅうせい（七州会）
A57
決勝戦

優勝

初級　中学男子の部 ２名/Ａコート

64 三谷 明愛 みたに あんな （七州会） 65 仙崎 甘菜 せんざき かんな （武奨館鳴和）
D16
決勝戦

優勝

初級　小学２年女子の部 ２名/Ｄコート

49 沖野 恭佑 おきの きょうすけ（極真浜井石川） 52 原田 燎明 はらだ りょうめい（桜塾）
A38

50 田計 孔大 でんけい こうた （尚道館） A46 A47 53 田近 優翔 たぢか ゆうと （尚道館）
A37

A55
決勝戦

51 藤井 駿太朗 ふじい しゅんたろう（桜塾） 54 高畑 佑丞 たかはた ゆうすけ（尚道館）
A52

３位決定戦

初級　小学５年男子の部 ６名/Ａコート

優勝 準優勝 ３位

58 長山 翔悟 ながやま しょうご（正樹道場）
A4055 井出上 莉己 いでうえ らいき （桜塾）

59 井出 桜士朗 いで おうしろう （拳心会館）
A4956 村本 大空 むらもと そら （正樹道場） A48

A39
A56

60 張田 斗愛 はりた とあ （空柔館）決勝戦
A4157 鈴木 哉向 すずき かなた （桜塾）

61 遠藤 晴人 えんどう はると （桜塾）
A53

３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

初級　小学６年男子の部 ７名/Ａコート
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第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

72 桝田 智也 ますだ ともや （極真浜井石川） 74 藤原 昂大 ふじはら こうだ （空會館）
D8 D9

D20
73 深見 三郎 ふかみ さぶろう （空會館） 75 青木 琉亜 あおき るあ （空會館）決勝戦

優勝 準優勝

上級　幼年男子の部 ４名/Ｄコート

69 乾 那帆 いぬい なほ （正樹道場） 70 藤島 美央 ふじしま みお （武奨館内灘）
D18
決勝戦

優勝

初級　小学５年女子の部 ２名/Ｄコート

71 松本 姫奈 まつもと ひな （桜塾）
D19
決勝戦

優勝

初級　中学女子の部 １名/Ｄコート

76 藤原 熙乃 ふじはら きない （空會館）
79 後山 礼晟 うしろやま らいせい（士衛塾石川）

D10 D1177 松岡 奏汰 まつおか かなた （極真石川竹吉道場）
D21

D2 80 表地 力翔 ひょうち りきと （桜塾）決勝戦
78 竹下 愛恭 たけした うきょう（桜塾）

優勝 準優勝

上級　小学１年男子の部 ５名/Ｄコート

81 本杉 一騎 もとすぎ いっき （立志会） 84 野瀨 喜平 のせ きっぺい （正樹道場）
D4

82 小柳 旺駕 こやなぎ おうが （眞琉會） D12 D13 85 西川 琥太朗 にしかわ こたろう（武奨館鳴和）
D3

D23
決勝戦

83 奥村 真大 おくむら まひろ （武奨館鳴和） 86 金曽 将人 かねそ まさと （極真浜井石川）
D22

３位決定戦

上級　小学２年男子の部 ６名/Ｄコート

優勝 準優勝 ３位

87 表地 海翔 ひょうち かいと （桜塾） 90 鈴木 珀 すずき はく （郷英館）
D6

88 前川 蒼士郎 まえかわ そうしろう（武心会） D14 D15 91 梶村 隼飛 かじむら はやと （桜塾）
D5

D25
決勝戦

89 大場 蓮 おおば れん （世界闘英館） 92 洲﨑 耕太郎 すさき こうたろう（正樹道場）
D24

３位決定戦

上級　小学３年男子 軽量27㎏未満の部 ６名/Ｄコート

優勝 準優勝 ３位
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第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

93 尾﨑 威心 おさき いっさ （七州会） 96 林 宥仁 はやし ゆひと （桜塾）
D27

94 阿原 煌大 あはら こうだい （武奨館高岡） D32 D33 97 舟串 太我 ふなくし たいが （中山道場）
D26

D52
決勝戦

95 林 俐仁 はやし りひと （桜塾） 98 川端 英太朗 かわばた えいたろう（桜塾）
D51

３位決定戦

上級　小学３年男子 重量27㎏以上の部 ６名/Ｄコート

優勝 準優勝 ３位

122 小島 蕉也 こじま しょうや （桜塾） 125 奥村 勇仁 おくむら ゆうと （士衛塾石川）
D44

123 阿原 大晟 あはら たいせい （武奨館高岡） D49 D50 126 髙野 颯 たかの そう （武奨館志賀）
D43

D58
決勝戦

124 西田 洋輝 にした ひろき （正樹道場） 127 山本 琉士郎 やまもと りゅうじろう（中山道場）
D57

３位決定戦

上級　小学５年男子 重量35㎏以上の部 ６名/Ｄコート

優勝 準優勝 ３位

99 大谷内 洸 おおやち こう （桜塾）
102 野﨑 颯斗 のざき りゅうと （正樹道場）

D34 D35100 山田 怜依 やまだ れい （武奨館本部）
D53

D28 103 川上 勇真 かわかみ ゆうま （極真浜井石川）決勝戦
101 深見 松太 ふかみ しょうた （空會館）

優勝 準優勝

上級　小学４年男子 軽量30㎏未満の部 ５名/Ｄコート

109 利根川 羽迅 とねがわ はく （武奨館高岡）
104 田井中 秀 たいなか しゅう （桜塾）

D38
110 谷口 楓祈 たにぐち ふうき （聖心會）

D36
D30105 柳谷 龍汰 やなぎだに りょうた（武奨館本部）

D29 111 中村 可夢偉 なかむら かむい （武奨館本部）
D45 D46106 藤原 快吏 ふじはら かいり （空會館）

D54
112 大野 光希 おおの みつき （栄神会）決勝戦

D31107 尾嶋 将一 おしま まさかず （武奨館内灘）
D37 113 大坪 海斐 おおつぼ かい （武奨館砺波）

D39
108 白川 啓樹 しらかわ ひろき （聖心會）

114 本松 大芽 もとまつ たいが （空會館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学４年男子 重量30㎏以上の部 11名/Ｄコート

118 中関 礼人 なかぜき あやと （桜塾）
D41115 村上 雄哉 むらかみ ゆうや （聖心會）

119 竹内 虎和 たけうち とわ （自然拳法）
D48116 小田島 凜久 おだしま りく （中山道場） D47

D40
D56

120 齊藤 輝 さいとう ひかる （佐藤道場）決勝戦
D42117 花井 烈士 はない れっし （桜塾）

121 柳田 凌央 やなぎだ りょお （桜塾）
D55

３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　小学５年男子 軽量35㎏未満の部 ７名/Ｄコート
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第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

145 西ケ迫 春人 にしがさこ しゅんと（男塾）
140 小島 澪 こじま れい （桜塾）

B17
146 東 佑來 ひがし ゆうき （武奨館鳴和）

B15
B6141 京谷 恵太朗 きょうたに けいたろう（武奨館砺波）

B5 147 加藤 陽生 かとう はるき （空會館）
B23 B24142 田中 陽彩 たなか ひいろ （学心会）

B27
148 大坂 元 おおさか げん （尚道館）決勝戦

B7143 奥村 珀斗 おくむら はくと （武奨館鳴和）
B16 149 鈴木 開 すずき かい （武奨館鳴和）

B18
144 白浜 蓮清 しらはま れんしょう（聖心會）

150 平尾 太一 ひらお たいち （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学６年男子 重量40㎏以上の部 11名/Ｂコート

163 森田 獅陽 もりた しょう （波導館）
158 各務 壮祐 かかむ そうすけ （極真浜井愛知石川）

B36
164 岩野 歩夢 いわの あゆむ （中山道場）

B34
B30159 山崎 龍之介 やまざき りゅうのすけ（尚道館）

B29 165 大野 朔多郎 おおの さくたろう（武奨館砺波）
B43 B44160 花井 哲太 はない てった （桜塾）

B49
166 藤井 優太朗 ふじい ゆうたろう（桜塾）決勝戦

B31161 小田島 悠翔 おだしま ゆうと （中山道場）
B35 167 武部 翔太 たけべ しょうた （武奨館砺波）

B37
162 澤 洸太朗 さわ こうたろう （武奨館鳴和）

168 伊藤 開 いとう かい （真誠塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　中学１年男子 中量52㎏未満の部 11名/Ｂコート

154 正木 翔夢 まさき しおん （七州会）
B9151 京口 総勝 きょうぐち そうしょう（聖心會）

155 藤澤 空彌 ふじさわ そらや （桜塾）
B20152 本馬 仁虎 ほんま にこ （武徳心） B19

B8
B28

156 野村 魁希 のむら かいき （桜塾）決勝戦
B10153 石嶺 太陽 いしみね てぃだ （桜塾）

157 桐原 歩夢 きりはら あゆむ （世界闘英館）
B25

３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学１年男子 軽量42㎏未満の部 ７名/Ｂコート

128 谷口 遼磨 たにぐち はるま （聖心會） 134 西野 信次郎 にしの しんじろう（桜塾）

B11 B13
129 木村 歩積 きむら ほづみ （佐藤道場） 135 山田 宗 やまだ そう （武奨館根上）

B1 B3

130 松本 莉玖斗 まつもと りくと （桜塾） 136 鈴木 騎士 すずき ないと （桜塾）
B21 B22

B26
131 大坪 朔空 おおつぼ さく （武奨館砺波） 137 上田 優馬 うえだ ゆうま （拳聖塾）

B2
決勝戦

B4

132 袴田 颯馬 はかまた そうま （桜塾） 138 川腰 瑛太 かわごし えいた （武奨館鳴和）
B12 B14

133 田中 琢夢 たなか たくむ （空會館） 139 村田 風我 むらた ふうが （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学６年男子 軽量40㎏未満の部 12名/Ｂコート
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第４回 全北陸空手道選手権大会　第①部

ゼッケン番号の若い選手が赤

169 浦山 竜精 うらやま りゅうせい（武奨館志賀） 171 菊田 真翔 きくた まなと （武奨館砺波）
B38 B39

B45
170 前田 佳佑 まえだ けいすけ （桜塾） 172 本杉 一颯 もとすぎ いっさ （立志会）決勝戦

優勝 準優勝

上級　中学１年男子 重量52㎏以上の部 ４名/Ｂコート

173 渡辺 龍輝 わたなべ りゅうき（士衛塾石川） 174 畠中 悠翔 はたなか ゆうと （桜塾）
B46
決勝戦

優勝

上級　中学２・３年男子 軽量47㎏未満の部 ２名/Ｂコート

183 岩永 勝亮 いわなが しょうすけ（桜塾） 184 箸本 愛与 はしもと あいと （嶋田塾）
B50
決勝戦

優勝

上級　高校男子 軽量60㎏未満の部 ２名/Ｂコート

185 秋山 蓮 あきやま れん （中山道場） 186 福井 悠太 ふくい ゆうた （武奨館志賀）
B51
決勝戦

優勝

上級　高校男子 中量70㎏未満の部 ２名/Ｂコート

187 森口 魁斗 もりぐち かいと （武徳心） 188 佐藤 佑星 さとう ゆうせい （士衛塾山梨）
B52
決勝戦

優勝

上級　高校男子 重量70㎏以上の部 ２名/Ｂコート

175 山川 慧大 やまかわ けいた （真誠塾）
178 川口 一護 かわぐち いちご （武奨館鳴和）

B40 B41176 田淵 海 たぶち しい （七州会）
B47

B32 179 藤井 宏太朗 ふじい こうたろう（桜塾）決勝戦
177 利根川 世道 とねがわ ぜろ （武奨館高岡）

優勝 準優勝

上級　中学２・３年男子 中量57㎏未満の部 ５名/Ｂコート

おかだ りょうへい なかむら かいせい ふじた こうや
勝敗180 岡田 凌平 181 中村 海晴 182 藤田 琥也

180 岡田 凌平 おかだ りょうへい（桜塾） B33 B42

181 中村 海晴 なかむら かいせい（桜塾） B33 B48

182 藤田 琥也 ふじた こうや （桜塾） B42 B48

優勝 準優勝

上級　中学２・３年男子 重量57㎏以上の部 ３名/Ｂコート
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ゼッケン番号の若い選手が赤

192 尾﨑 心奏 おさき もか （七州会） 194 木村 亜璃衣 きむら ありい （佐藤道場）
C8 C9

C20
193 本馬 華恋 ほんま かれん （武徳心） 195 竹中 椎菜 たけなか しいな （桜塾）決勝戦

優勝 準優勝

上級　小学１年女子の部 ４名/Ｃコート

202 竹中 希羽 たけなか のわ （桜塾）
205 矢川 美空 やがわ みく （士衛塾石川）

C12 C13203 香城 采花 こうじょう ことは（極真浜井石川）
C23

C4 206 鹿肝 碧依 しかん あおい （極真浜井石川）決勝戦
204 松下 凉菜 まつした すずな （武奨館鳴和）

優勝 準優勝

上級　小学３年女子の部 ５名/Ｃコート

207 代 靖睿 だい せいえい （桜塾）
210 瀧 あおい たき あおい （佐藤道場）

C14 C15208 徳田 彩羽 とくだ いろは （武奨館鳴和）
C24

C5 211 中島 初椛 なかしま いちか （空會館）決勝戦
209 中村 吏杏 なかむら りあん （新誠會）

優勝 準優勝

上級　小学４年女子 軽量30㎏未満の部 ５名/Ｃコート

とみた わか なかむら えれな わたなべ さくら
勝敗189 冨田 和花 190 中村 英麗奈 191 渡辺 さくら

189 冨田 和花 とみた わか （桜塾） C1 C7

190 中村 英麗奈 なかむら えれな （武奨館本部） C1 C19

191 渡辺 さくら わたなべ さくら （武奨館鳴和） C7 C19

優勝 準優勝

上級　幼年女子の部 ３名/Ｃコート

かねそ りこ いとう ちえ ふじた せり
勝敗212 金曽 梨子 213 伊藤 千愛 214 藤田 星莉

212 金曽 梨子 かねそ りこ （極真浜井石川） C6 C16

213 伊藤 千愛 いとう ちえ （誠真会館秋津道場） C6 C25

214 藤田 星莉 ふじた せり （桜塾） C16 C25

優勝 準優勝

上級　小学４年女子 重量30㎏以上の部 ３名/Ｃコート

196 冨田 華帆 とみた かほ （桜塾） 199 中島 妃音 なかしま ひなり （空會館）
C3

197 渡辺 莉愛 わたなべ りな （闘己會吉塚道場） C10 C11 200 山田 琉衣 やまだ るい （武奨館本部）
C2

C22
決勝戦

198 中澤 倫子 なかざわ みちこ （極真坂本真岡） 201 服部 愛夢 はっとり あむ （佐藤道場）
C21

３位決定戦

選抜　小学２年女子の部 ６名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位
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215 山本 乃愛 やまもと のあ （七州会） 217 堺 花帆 さかい かほ （正樹道場）
C17 C18

C26
216 喜佐 那緒 きさ なお （武奨館志賀） 218 権出 小春 ごんで こはる （聖心會）決勝戦

優勝 準優勝

上級　小学５年女子 軽量35㎏未満の部 ４名/Ｃコート

こざか りんの ごとう かれん みやざき なつめ
勝敗219 小坂 鈴乃 220 後藤 かれん 221 宮﨑 なつめ

219 小坂 鈴乃 こざか りんの （正樹道場） C27 C34

220 後藤 かれん ごとう かれん （武奨館高岡） C27 C41

221 宮﨑 なつめ みやざき なつめ （武奨館本部） C34 C41

優勝 準優勝

上級　小学５年女子 重量35㎏以上の部 ３名/Ｃコート

いわなが ゆいか はやし みおん いしみね ちゅら
勝敗235 岩永 唯伽 236 林 心音 237 石嶺 美

235 岩永 唯伽 いわなが ゆいか （桜塾） C32 C39

236 林 心音 はやし みおん （桜塾） C32 C46

237 石嶺 美 いしみね ちゅら （桜塾） C39 C46

優勝 準優勝

上級　中学２・３年女子 軽量43㎏未満の部 ３名/Ｃコート

225 中村 碧葉 なかむら あおば （極真浜井石川）
C29222 丸本 依央奈 まるもと いおな （桜塾）

226 林 心楽 はやし きよら （桜塾）
C36223 西田 紗菜 にしだ さな （武奨館鳴和） C35

C28
C43

227 藤野 姫安 ふじの びあん （極真石川竹吉道場）決勝戦
C30224 三宅 愛瑠 みやけ あいる （極真浜井石川）

228 野嶋 紗 のじま すず （新誠會）
C42

３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　小学６年女子 軽量40㎏未満の部 ７名/Ｃコート

229 西山 空那 にしやま そな （空會館）
232 神田 桃香 かんだ ももか （聖心會）

C37 C38230 後山 悠空 うしろやま ゆら （士衛塾石川）
C44

C31 233 吉田 暖海 よしだ はるみ （武奨館鳴和）決勝戦
231 小松 佳苗 こまつ かなえ （遂心塾）

優勝 準優勝

上級　中学１年女子 軽量43㎏未満の部 ５名/Ｃコート

234 酒井 希羽 さかい のわ  （七州会）
C45
決勝戦

優勝

上級　中学１年女子 重量43㎏以上の部 １名/Ｃコート
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かゆかわ あいな ふじい あやみ とねがわ じゅに
勝敗241 粥川 愛菜 242 藤井 彩心 243 利根川 十仁

241 粥川 愛菜 かゆかわ あいな （桜塾） C33 C40

242 藤井 彩心 ふじい あやみ （中山道場） C33 C49

243 利根川 十仁 とねがわ じゅに （武奨館高岡） C40 C49

優勝 準優勝

上級　高校女子 軽量48㎏未満の部 ３名/Ｃコート

238 指江 咲妃 さしえ さき （正樹道場）
C47
決勝戦

優勝

上級　中学２・３年女子 中量50㎏未満の部 １名/Ｃコート

244 渡辺 小春 わたなべ こはる （武奨館鳴和）
C50
決勝戦

優勝

上級　高校女子 重量55㎏以上の部 １名/Ｃコート

239 成田 薫実 なりた くるみ （七州会） 240 竹永 美渚 たけなが みお （桜塾）
C48
決勝戦

優勝

上級　中学２・３年女子 重量50㎏以上の部 ２名/Ｃコート
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