
第５回 全北陸空手道選手権大会　　　　

Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

第①部 試合会場図

本部席

観　覧　席

初級　幼年　　　　　／ 4名
初級　小学１年男子　／ 7名
初級　小学２年男子　／ 14名
初級　小学３年男子　／ 17名
初級　小学４年男子　／ 12名
初級　小学５年男子　／ 7名
初級　小学６年男子　／ 9名
初級　中学男子　　　／ 5名
初級　小学１年女子　／ 3名
初級　小学２年女子　／ 2名
初級　小学３年女子　／ 3名
初級　小学４年女子　／ 6名
初級　小学５年女子　／ 7名
初級　中学女子　　　／ 2名

Ａコート

上級　小学５年男子 軽量（35㎏未満） ／ 19名
上級　小学５年男子 重量（35㎏以上） ／ 15名
上級　小学６年男子 軽量（40㎏未満） ／ 16名
上級　小学６年男子 重量（40㎏以上） ／ 11名
上級　中学１年男子 軽量（42㎏未満） ／ 12名
上級　中学１年男子 中量（52㎏未満） ／ 10名
上級　中学１年男子 重量（52㎏以上） ／ 6名
上級　中学２・３年男子 軽量（47㎏未満） ／ 5名

上級　幼年男子 ／ 6名
上級　小学１年男子 ／ 8名
上級　小学２年男子 ／ 19名
上級　小学３年男子 軽量（27㎏未満） ／ 10名
上級　小学３年男子 重量（27㎏以上） ／ 11名
上級　小学４年男子 軽量（30㎏未満） ／ 15名
上級　小学４年男子 重量（30㎏以上） ／ 15名
上級　高校男子 軽量（60㎏未満） ／ 5名
上級　高校男子 中量（70㎏未満） ／ 4名

Ｃコート

85試合90試合

78試合87試合

Ｂコート

上級　中学２・３年男子 中量（57㎏未満） ／ 13名
上級　中学２・３年男子 重量（57㎏以上） ／ 6名
上級　幼年女子 ／ 3名
上級　小学１年女子 ／ 4名
上級　小学２年女子 ／ 5名
上級　小学３年女子 ／ 4名
上級　小学４年女子 軽量（30㎏未満） ／ 5名
上級　小学５年女子 軽量（35㎏未満） ／ 4名
上級　小学５年女子 重量（35㎏以上） ／ 4名
上級　小学６年女子 軽量（40㎏未満） ／ 9名
上級　小学６年女子 重量（40㎏以上） ／ 2名
上級　中学１年女子 軽量（43㎏未満） ／ 6名
上級　中学１年女子 重量（43㎏以上） ／ 4名
上級　中学２・３年女子 軽量（43㎏未満） ／ 6名
上級　中学２・３年女子 中量（50㎏未満） ／ 6名
上級　中学２・３年女子 重量（50㎏以上） ／ 4名
上級　高校女子 軽量（48㎏未満） ／ 1名
上級　高校女子 中量（55㎏未満） ／ 3名

Ｄコート

※選手は各自５試合前までに試合コートに集合してください。（特に選手の呼び出しは致しませんので進行をご確認ください）
※試合開始時に選手不在の場合は、相手選手の不戦勝となります。

4



第５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

優勝 準優勝

やまなか たいよう ごとう れおと
1 山中 太陽 （武奨館高岡） 3 後藤 獅虎 （武奨館高岡）

A1 A2うしお そら 決勝戦 ひおか さくらこ
2 牛尾 壮良 （極真神奈川井上） 4 日岡 桜子 （至道会館）A12

初級　幼年の部 ４名/Ａコート第①部

おおた たすき
5 太田 佑利 （桜塾）

A3
むらおか てっしょう

9 村岡 鉄章 （川田道場）うえち ゆうま
A56 上地 佑真 （峰武塾）

A13
さかい いぶき

A14 10 坂井 芽樹 （盟武会木下道場）もりうち ゆうご 決勝戦
7 森内 由護 （盟武会木下道場）

A4
A20 きたむら れんと

11 木田村 蓮飛 （勲心會）ますた りゅうしん
8 増田 隆信 （眞琉會）

A19
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

初級　小学１年男子の部 ７名/Ａコート第①部

せのお ゆうさ こやま りゅうせい
12 妹尾 優佐 （桜塾） 19 小山 琉聖 （一光会館）

A9つねざわ あれん A15 くろだ はるき
13 経澤 歩蓮 （極真小井道場） 20 黒田 春輝 （誠流塾）

A6 A17こばやし あすま みわ いちる
14 小林 飛州馬 （武奨館本部） 21 三輪 一琉 （極真小井道場）

A10よしむら いお
A21 A22

さくい ゆうご
15 吉村 惟生 （武奨館七尾） 22 作井 悠悟 （武奨館本部）

A7
決勝戦

たかの けいすけ A32 ますなが かなと
16 髙野 桂輔 （極真浜井石川） 23 増永 叶夢 （世界総極真福井今城）

A16 A11やすもと あおと すみの たくみ
17 安本 葵人 （至道会館） 24 角野 逞仁 （極真浜井石川）

A8
A18

やまもと りょうが かねみつ こうや
18 山本 羚雅 （空會館） 25 金光 航和 （空會館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学２年男子の部 14名/Ａコート第①部

かわい てる
34 川井 輝 （勲心會）はしの いぶき

A2826 橋野 維吹 （正樹道場）
A24

やまぬき りく
35 山貫 利來 （武奨館高岡）さわだ やまと

A3527 澤田 大和 （極真浜井石川）
A33

とうごう かいと
36 東郷 海音 （桜塾）しんたに まさや

A2928 新谷 真矢 （桜塾）
A25

ながかわ しんば
37 永川 心絆 （武心会）おけがわ えいと

29 桶川 英士 （武奨館内灘）
A41 A42

はらだ じん
38 原田 仁 （武奨館内灘）やまざき あさひ 決勝戦

A3030 山崎 旦陽 （武奨館高岡）
A26

A47 つぼうち けいしん
39 坪内 慶真 （極真浜井石川）うえち たくま

31 上地 巧真 （峰武塾）
A36

A34
おおもり しょうま

40 大森 壮真 （眞琉會）いしだ かいせい
A2332 石田 魁聖 （極真坂本福井）

A27
ふくしま あらた

41 福島 新太 （武奨館砺波）ひこさか そら A31
33 彦坂 颯来 （桜塾） いないし りんと

42 稲石 凛斗 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学３年男子の部 17名/Ａコート第①部
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第５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

ますい ゆうき
55 升井 結規 （武心会）

A48
はまだ いつき

59 浜田 伊槻 （武奨館七尾）かねこ りゅうや
A5056 金子 竜也 （拳聖塾）

A56
きたがわ そうま

A57 60 北川 颯真 （極真小井道場）あかほし せな 決勝戦
57 赤星 世絆 （極真坂本福井）

A49
A63 はらだ いつき

61 原田 一希 （桜塾）かつだ あらた
58 勝田 新 （桜塾）

A62
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

初級　小学５年男子の部 ７名/Ａコート第①部

かわむら しょうま うえの ゆいと
43 河村 翔真 （真誠塾） 49 上野 結翔 （七州会）

くわばら かずとし A43 A45 えど えいたろう
44 桑原 和寿 （武奨館七尾） 50 江戸 暎太朗 （澤崎道場）

A37 A39ほりかわ しょういち みずひ りつき
45 堀川 省一 （正樹道場） 51 水樋 律希 （神谷塾）

A51 A52こくのう こうき 決勝戦 たかしま あお
46 國納 煌生 （武奨館本部） 52 髙島 碧 （武奨館砺波）

A38
A60

A40たけち やまと ふるかわ ひろと
47 武市 倫和 （極真髙橋道場） 53 古川 大翔 （極真手塚福井師田）

A44 A46
ささき おうし えんどう かんた

48 佐々木 凰志 （桜塾） 54 遠藤 幹太 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学４年男子の部 12名/Ａコート第①部

はない ひろと
66 花井 大翔 （桜塾）いないし たけと

A5862 稲石 豪斗 （桜塾）
A54

よしむら りと
67 吉村 莉翔 （武奨館七尾）やまぐち はるき

63 山口 晴輝 （拳聖塾）
A64 A65

ささき らいあ
68 佐々木 徠亜 （桜塾）たぢか ゆうと 決勝戦

A5364 田近 優翔 （尚道館）
A55

A70 かとう しゅうや
69 加藤 修也 （禅定界空手道）まるやま じん A59

65 丸山 迅 （桜塾） なかやま はずき
70 中山 蓮希 （中山道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学６年男子の部 ９名/Ａコート第①部

きたのその りゅうしん
73 北之園 龍心 （拳聖塾）ますた そうし

A6171 増田 颯志 （眞琉會）
A68

たなか そうま
A69 74 田中 颯真 （武奨館砺波）むらもと そら 決勝戦

72 村本 大空 （正樹道場） A75 あおき のあ
75 青木 望亜 （空會館）

優勝 準優勝

初級　中学男子の部 ５名/Ａコート第①部
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第５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

もりた るりこ とみだ ももは
79 守田 瑠璃子 （極真浜井石川） 80 富田 桃羽 （桜塾）

決勝戦
A76

優勝

初級　小学２年女子の部 ２名/Ａコート第①部

かねこ あいみ はやし りりい
97 金子 愛美 （拳聖塾） 98 林 里々依 （咲心館）

決勝戦
A86

優勝

初級　中学女子の部 ２名/Ａコート第①部

なかたに ひなた せんざき かんな おおとも ここ
81 中谷 ひなた 82 仙崎 甘菜 83 大友 湖々

なかたに ひなた
81 中谷 ひなた （極真浜井石川）

せんざき かんな
A6782 仙崎 甘菜 （武奨館鳴和）

おおとも ここ
A72 A8183 大友 湖々 （眞琉會）

優勝 準優勝

初級　小学３年女子の部 ３名/Ａコート第①部

くすだ みれい ほり あんな
84 楠田 美鈴 （極真中崎大東野崎） 87 保利 杏菜 （極真髙橋道場）

A74きなし ゆめ
A82 A83

むらおか かのん
85 木梨 結芽 （中山道場） 88 村岡 伽音 （川田道場）

A73
決勝戦

ますた にいな A88 うえの なな
86 増田 二唯菜 （眞琉會） 89 上野 菜々 （昇心塾）

A87
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

初級　小学４年女子の部 ６名/Ａコート第①部

まつうら にな
90 松浦 仁菜 （桜塾）

A77
やまぐち れいな

94 山口 玲奈 （森道場）はやし さりい
A7991 林 沙里依 （咲心館）

A84
たまさく ゆずの

A85 95 玉作 柚乃 （正樹道場）ほりかわ りおな 決勝戦
92 堀川 莉桜奈 （正樹道場）

A78
A90 はるい あず

96 治居 杏純 （桜塾）うしろだ ばいり
93 後田 梅里 （桜塾）

A89
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

初級　小学５年女子の部 ７名/Ａコート第①部

くすだ うらら かわの えれん かげやま ももは
76 楠田 美桜 77 川野 笑恋 78 景山 桃羽

くすだ うらら
76 楠田 美桜 （極真中崎大東野崎）

かわの えれん
A6677 川野 笑恋 （勲心會）

かげやま ももは
A71 A8078 景山 桃羽 （至道会館）

優勝 準優勝

初級　小学１年女子の部 ３名/Ａコート第①部
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第５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

おおた しょうた ぼうした そうたろう
99 太田 翔太 （桜塾） 102 坊下 蒼太朗 （極真浜井石川）

B2おおなり れいや
B7 B8

にしかわ ぎんじろう
100 大成 玲也 （武煌会館） 103 西川 銀士朗 （武奨館鳴和）

B1
決勝戦

はやし けいじろう B13 ふしの こはく
101 林 慶次朗 （眞琉會） 104 伏野 琥珀 （聖空会館）

B12
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　幼年男子の部 ６名/Ｂコート第①部

しらす ひょうが あおき るあ
105 白数 豹雅 （昇心塾） 109 青木 琉亜 （空會館）

B3 B5ふじはら こうだ いわい とうき
106 藤原 昂大 （空會館） 110 岩井 騰己 （桜塾）

B14 B15ふかみ さぶろう 決勝戦 みやもと すい
107 深見 三郎 （空會館） 111 宮本 翠 （LAGYM藤田道場）

B4
B24

B6いとう はるひ ますだ ともや
108 伊藤 陽飛 （桜塾） 112 桝田 智也 （極真浜井石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学１年男子の部 ８名/Ｂコート第①部

たじま あづさ
113 田嶋 梓 （武煌会館） あき りょうま

123 安藝 龍雄馬 （桜塾）たにぐち あさひ B16
B20114 谷口 朝飛 （極真浜井石川）

B9
みやぐち おうし

124 宮口 央獅 （極真浜井石川）あだち るうし
B27 B29115 足立 琉志 （烈士塾） かなさき れんたろう

125 金﨑 蓮太郎 （祐心会）おしがみ りきまる
B21116 押上 力丸 （極真石川竹吉）

B17
うしろやま らいせい

126 後山 礼晟 （勲心會）うえの こうき
117 上野 煌騎 （昇心塾）

B35 B36
やま だいち

127 山 大智 （眞琉會）うめだ しゅうや 決勝戦
B22118 梅田 周弥 （極真坂本福井）

B18
B42 ささき しょうま

128 佐々木 奨真 （桜塾）あつかわ ゆき
119 厚川 來 （極真神奈川井上）

B30 なかくき けい
129 中久木 馨 （真誠塾）あおやま あらた

B28 B11120 青山 新汰 （極真小井道場）
B10

まつおか かなた
130 松岡 奏汰 （極真石川竹吉）やまおか とわ B23

121 山岡 叶和 （武奨館本部）
B19 ふじはら きない

131 藤原 熙乃 （空會館）ひょうち りきと
122 表地 力翔 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学２年男子の部 19名/Ｂコート第①部

よこい はると いしぐろ あきと
132 横井 陽東 （新誠會） 137 石黒 輝士 （七州会）

B33
B31にしかわ こたろう すぎもと りく

133 西川 琥太朗 （武奨館鳴和） 138 杉本 輝空 （武煌会館）
B25しのはら ぜん

B37 B38
うしおづ かんた

134 篠原 善 （聖空会館） 139 潮津 敢太 （武心会）
決勝戦

B26すぎもと たく B43 ふかみ あゆむ
135 杉本 翔空 （武煌会館） 140 深見 歩 （空會館）

B32
B34

のせ きっぺい もとすぎ いっき
136 野瀨 喜平 （正樹道場） 141 本杉 一騎 （立志会）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学３年男子 軽量27㎏未満の部 10名/Ｂコート第①部

11



第５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

いわい るき
153 岩井 瑠希 （桜塾）

B44
いとう かいた

161 伊藤 快汰 （桜塾）おおばたけ なるせ
B52154 大畠 成惺 （武煌会館）

B57
おおなり りゅうが

162 大成 琉牙 （武煌会館）ひらの りょうた
B59155 平野 稜大 （盟武会木下道場）

B45
まえかわ そうしろう

163 前川 蒼士郎 （武心会）うしお りゅうせい
B53156 牛尾 隆成 （極真神奈川井上）

B69 B70
おおくら ゆうたろう

164 大倉 雄太郎 （男塾名東）よしざわ りゅうのすけ 決勝戦
157 𠮷澤 龍之介 （昭武館）

B46
B82 むらなか おうか

165 村中 王哉 （盟武会木下道場）さかした るい
B54158 坂下 琉偉 （武心会）

B58
おだ ことむ

166 織田 琥十六 （武心会）なおしま あおと B60
159 直嶋 蒼翔 （極真石川竹吉）

B47
ひょうち かいと

167 表地 海翔 （桜塾）すさき こうたろう
160 洲﨑 耕太郎 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学４年男子 軽量30㎏未満の部 15名/Ｂコート第①部

あき ひゅうま
168 安藝 飛雄馬 （桜塾）

B62
かわばた えいたろう

176 川端 英太朗 （桜塾）しまだ きひろ
B66169 嶋田 輝大 （世界総極真福井今城）

B71
いたはし えいじゅ

177 板橋 永樹 （正道会館正天會）さかい そら
B76170 坂井 天空 （男塾名東）

B63
なかむら あまね

178 中村 弥 （正樹道場）たの りゅうしん
B67171 多野 龍心 （極真石川竹吉）

B80 B81
たなか みなと

179 田中 湊 （閃捷塾）はやし ゆひと 決勝戦
172 林 宥仁 （桜塾）

B64
B85 ひしぬま たくと

180 菱沼 拓隼 （極真浜井石川）あはら こうだい
B68173 阿原 煌大 （武奨館高岡）

B72
はやし りひと

181 林 俐仁 （桜塾）うみの こうめい B77
174 海野 光明 （盟武会木下道場）

B65
おさき いっさ

182 尾﨑 威心 （七州会）とうりき いおり
175 東力 伊織 （LAGYM藤田道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学４年男子 重量30㎏以上の部 15名/Ｂコート第①部

かねそ まさと
142 金曽 将人 （極真浜井石川） しまおか れん

148 島岡 蓮 （極真浜井石川）かげやま ごうき B48
B50143 景山 豪己 （至道会館）

B39
くすだ りく

149 楠田 陸 （極真中崎大東野崎）ふじた りお
144 藤田 莉王 （LAGYM藤田道場）

B55 B56
なかたに すいせい

150 中谷 彗星 （武奨館鳴和）おくむら まひろ 決勝戦
B41145 奥村 真大 （武奨館鳴和）

B40
B61 ひおか じょうのしん

151 日岡 丈ノ新 （至道会館）あらき いっと B51
146 荒木 一虎 （至道会館）

B49 ぼうした りんたろう
152 坊下 凛太朗 （極真浜井石川）さとう たいよう

147 佐藤 太陽 （武煌会館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学３年男子 重量27㎏以上の部 11名/Ｂコート第①部
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第５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

もとまつ たいが
202 本松 大芽 （空會館）

C4
ふじはら かいり

210 藤原 快吏 （空會館）せんぼん りょうが
C16203 千本 稜雅 （盟武会木下道場）

C23
かんばら ゆうた

211 神原 悠太 （盟武会木下道場）おしま まさかず
C25204 尾嶋 将一 （武奨館内灘）

C5
おおつぼ かい

212 大坪 海斐 （武奨館砺波）よこい けいと
C17205 横井 敬人 （新誠會）

C33 C34
しらかわ ひろき

213 白川 啓樹 （聖心會）いとう こうすけ 決勝戦
206 伊藤 康修 （桜塾）

C6
C40 やなぎだに りょうた

214 柳谷 龍汰 （武奨館本部）おおの みつき
C18207 大野 光希 （栄神会）

C24
ぼうした こたろう

215 坊下 琥太朗 （極真浜井石川）かわさき るき C26
208 河崎 琉稀 （武心会）

C7
たいなか しゅう

216 田井中 秀 （桜塾）たにぐち ふうき
209 谷口 楓祈 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学５年男子 重量35㎏以上の部 15名/Ｃコート第①部

のざき りゅうと
183 野﨑 颯斗 （正樹道場） あづま のぶき

193 東 信輝 （新誠會）ふかみ しょうた C8
C12184 深見 松太 （空會館）

C1
なかむら かむい

194 中村 可夢偉 （武奨館本部）しげもり みなみ
C19 C21185 茂森 南実 （桜塾） いしだ りゅうせい

195 石田 流聖 （極真坂本福井）ながかわ とき
C13186 永川 翔絆 （武心会）

C9
えんどう りゅうどう

196 遠藤 竜道 （極真中崎関西本部）かわせ ゆうしろう
187 川瀬 雄士朗 （極真坂本福井）

C27 C28
ますだ そら

197 益田 空 （至道会館）えんどう りゅうじん 決勝戦
C14188 遠藤 竜心 （極真中崎関西本部）

C10
C39 かまくら しゅら

198 鎌倉 朱良 （極真浜井石川）おの まさや
189 小野 政哉 （聖武会館西宮）

C22 ながかわ るき
199 永川 耀絆 （武心会）とねがわ はく

C20 C3190 利根川 羽迅 （武奨館高岡）
C2

たかしま りょうま
200 髙島 龍馬 （極真坂本福井）やすもと さくと C15

191 安本 咲人 （至道会館）
C11 おおやち こう

201 大谷内 洸 （桜塾）かわかみ ゆうま
192 川上 勇真 （極真浜井石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学５年男子 軽量35㎏未満の部 19名/Ｃコート第①部

やなぎだ りょお いとう だいき
217 柳田 凌央 （桜塾） 225 伊藤 大稀 （桜塾）

C29 C35かどたに はるま やまの せくと
218 角谷 悠真 （極真石川竹吉） 226 山野 世救人 （極真坂本福井）

C41 C43さいとう ひかる おだしま りく
219 齊藤 輝 （佐藤道場） 227 小田島 凜久 （中山道場）

C30 C36くわの るい たけうち とわ
220 桑野 瑠 （修慧会） 228 竹内 虎和 （自然拳法）

C48 C49たかの そう 決勝戦 あしづか いおり
221 髙野 颯 （武奨館志賀） 229 芦塚 伊織 （極真中崎関西本部）

C31
C58

C37くろだ りゅうき かきはら たける
222 黒田 竜希 （誠流塾） 230 柿原 武尊 （極真浜井石川）

C42 C44うみの けんしん たかはた ゆうすけ
223 海野 賢眞 （盟武会木下道場） 231 高畑 佑丞 （尚道館）

C32 C38まつもと たくみ むらかみ ゆうや
224 松本 拓己 （烈士塾） 232 村上 雄哉 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学６年男子 軽量40㎏未満の部 16名/Ｃコート第①部
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第５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

すずき ないと はかまた そうま
244 鈴木 騎士 （桜塾） 250 袴田 颯馬 （桜塾）

なかむら げんた C63 C65 かわごし えいた
245 中村 弦楽 （極真石川竹吉） 251 川腰 瑛太 （武奨館鳴和）

C54 C56おおとも くろうど ひらまつ くうと
246 大友 蔵人 （眞琉會） 252 平松 空翔 （拳実会）

C72 C73おおつぼ さく 決勝戦 なかむら ぶんた
247 大坪 朔空 （武奨館砺波） 253 中村 歩楽 （極真石川竹吉）

C55
C83

C57えんどう はると うしお しおん
248 遠藤 晴人 （桜塾） 254 牛尾 侍音 （極真神奈川井上）

C64 C66
たなか たくむ おくむら いっしん

249 田中 琢夢 （空會館） 255 奥村 一真 （極真中崎関西本部）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　中学１年男子 軽量42㎏未満の部 12名/Ｃコート第①部

かとう はるき たかしま たゆた
256 加藤 陽生 （空會館） 261 髙島 多由太 （誠真会館ひばりが丘）

C70
C68つもり らいき いでうえ らいき

257 津守 來輝 （桜塾） 262 井手上 莉己 （桜塾）
C61しまだ ふうま

C77 C78
ながやま しょうご

258 嶋田 楓眞 （嶋田塾） 263 長山 翔悟 （正樹道場）
決勝戦

C62たけうち みと C84 おおさか げん
259 竹内 望人 （七州会） 264 大坂 元 （尚道館）

C69
C71

いけだ えいと たにぐち はるま
260 池田 瑛都 （極真浜井石川） 265 谷口 遼磨 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　中学１年男子 中量52㎏未満の部 10名/Ｃコート第①部

にしがさこ しゅんと おくむら はくと
266 西ケ迫 春人 （男塾総本部） 269 奥村 珀斗 （武奨館鳴和）

C75ひがし ゆうき
C79 C80

たなか ひいろ
267 東 佑來 （武奨館鳴和） 270 田中 陽彩 （学心会）

C74
決勝戦

ひらくら たつや C86 こじま れい
268 平倉 達哉 （桜塾） 271 小島 澪 （桜塾）

C85
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学１年男子 重量52㎏以上の部 ６名/Ｃコート第①部

たけなが りゅうや
233 竹永 龍也 （桜塾） やまだ こうのすけ

239 山田 幸乃丞 （佐藤道場）よしだ れいじ C50
C52234 吉田 礼慈 （極真手塚福井師田）

C45
にした ひろき

240 西田 洋輝 （正樹道場）あはら たいせい
235 阿原 大晟 （武奨館高岡）

C59 C60
はやし きよまさ

241 林 清正 （眞琉會）きたむら しょう 決勝戦
C47236 北村 翔 （山口道場）

C46
C67 こばやし らいや

242 小林 頼矢 （世界総極真福井今城）ふじい しゅんたろう C53
237 藤井 駿太朗 （桜塾）

C51 こじま しょうや
243 小島 蕉也 （桜塾）おくむら ゆうと

238 奥村 勇仁 （勲心會）

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/Ｃコート第①部
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第５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

うらやま りゅうせい もとすぎ いっさ
290 浦山 竜精 （武奨館志賀） 293 本杉 一颯 （立志会）

D7かさい とあ
D12 D13

きくた まなと
291 笠井 翔愛 （川田道場） 294 菊田 真翔 （武奨館砺波）

D6
決勝戦

なかむら かいせい D20 ふじた こうや
292 中村 海晴 （桜塾） 295 藤田 琥也 （桜塾）

D19
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学２・３年男子 重量57㎏以上の部 ６名/Ｄコート第①部

ふじい ゆうたろう
274 藤井 優太朗 （桜塾）のむら かいき

C76272 野村 魁希 （桜塾）
C81

はまや ゆうげん
C82 275 濱谷 悠玄 （盟武会木下道場）かまだ りょうま 決勝戦

273 鎌田 凌真 （眞琉會） C87 いしみね てぃだ
276 石嶺 太陽 （桜塾）

優勝 準優勝

上級　中学２・３年男子 軽量47㎏未満の部 ５名/Ｃコート第①部

はしもと あいと
298 箸本 愛与 （嶋田塾）やまかわ けいた

B73296 山川 慧大 （真誠塾）
B78

たじま みこと
B79 299 田嶋 尊 （武煌会館）ふじい こうたろう 決勝戦

297 藤井 宏太朗 （桜塾） B84 いわなが しょうすけ
300 岩永 勝亮 （桜塾）

優勝 準優勝

上級　高校男子 軽量60㎏未満の部 ５名/Ｂコート第①部

もりた しょう
283 森田 獅陽 （波導館）いとう かい

D3277 伊藤 開 （真誠塾） ふじた りおん
284 藤田 璃音 （極真手塚福井師田）よねもり しょうたろう D8

D10278 米森 祥太郎 （正樹道場）
D1

たけべ しょうた
285 武部 翔太 （武奨館砺波）いわの あゆむ

D4279 岩野 歩夢 （中山道場）
D15 D16

なかやま せな
286 中山 誠那 （中山道場）おおの さくたろう 決勝戦

280 大野 朔多郎 （武奨館砺波）
D2

D22 たじま うつき
287 田嶋 美月 （武煌会館）かんだ えいしょう

D5281 神田 英渉 （桜塾）
D9 やまざき りゅうのすけ

288 山崎 龍之介 （尚道館）おだしま ゆうと D11
282 小田島 悠翔 （中山道場） さわ こうたろう

289 澤 洸太朗 （武奨館鳴和）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　中学２・３年男子 中量57㎏未満の部 13名/Ｄコート第①部

優勝 準優勝

くわの かい おがわ りき
301 桑野 魁 （修慧会） 303 小川 理貴 （士衛塾総本部）

B74 B75ふくい ゆうた 決勝戦 なかやま せいと
302 福井 悠太 （武奨館志賀） 304 中山 星音 （桜塾）B83

上級　高校男子 中量70㎏未満の部 ４名/Ｂコート第①部
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第５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

優勝 準優勝

とみた わか あずま その
308 冨田 和花 （桜塾） 310 東 想乃 （武奨館本部）

D17 D18なかむら えれな 決勝戦 おくむら あるま
309 中村 英麗奈 （武奨館本部） 311 奥村 亜瑠真 （極真中崎関西本部）D24

上級　小学１年女子の部 ４名/Ｄコート第①部

優勝 準優勝

はっとり あむ いがらし ゆいか
317 服部 愛夢 （佐藤道場） 319 五十嵐 唯郁 （五十嵐道場）

D25 D26おくむら るいま 決勝戦 とみた かほ
318 奥村 瑠依真 （極真中崎関西本部） 320 冨田 華帆 （桜塾）D31

上級　小学３年女子の部 ４名/Ｄコート第①部

くの ゆいな
314 久野 由衣菜 （立志会）くわの ねい

D23312 桑野 寧 （修慧会）
D28

ほんま かれん
D29 315 本馬 華恋 （武徳心）たけなか しいな 決勝戦

313 竹中 椎菜 （桜塾） D34 おさき もか
316 尾﨑 心奏 （七州会）

優勝 準優勝

上級　小学２年女子の部 ５名/Ｄコート第①部

きのした まじゅか
323 木下 真珠華 （聖心會）たかしま いとは

D30321 髙島 いと葉 （誠真会館杉並）
D35

かどたに ゆうり
D36 324 角谷 悠莉 （極真石川竹吉）やがわ みく 決勝戦

322 矢川 美空 （勲心會） D40 たけなか のわ
325 竹中 希羽 （桜塾）

優勝 準優勝

上級　小学４年女子 軽量30㎏未満の部 ５名/Ｄコート第①部

うえの もえ かなさき みお くの ひなみ
305 上野 文愛 306 金﨑 澪愛 307 久野 陽菜美

うえの もえ
305 上野 文愛 （昇心塾）

かなさき みお
D14306 金﨑 澪愛 （祐心会）

くの ひなみ
D21 D27307 久野 陽菜美 （立志会）

優勝 準優勝

上級　幼年女子の部 ３名/Ｄコート第①部
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第５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

優勝 準優勝

やましな みうる かさい いちか
326 山科 心潤 （極真中崎関西本部） 328 笠井 一花 （川田道場）

D32 D33とくだ いろは 決勝戦 なかしま いちか
327 徳田 彩羽 （武奨館鳴和） 329 中島 初椛 （空會館）D37

上級　小学５年女子 軽量35㎏未満の部 ４名/Ｄコート第①部

優勝 準優勝

やまぐち あいか たけうち りあん
351 山口 愛華 （森道場） 353 竹内 凜杏 （武奨館内灘）

D52 D53かわぐち せつな 決勝戦 ひろしま みりあ
352 川口 せつな （武奨館鳴和） 354 廣嶋 美里愛 （桜塾）D61

上級　中学１年女子 重量43㎏以上の部 ４名/Ｄコート第①部

優勝 準優勝

ふじた せり はるい りず
330 藤田 星莉 （桜塾） 332 治居 李純 （桜塾）

D38 D39たじま りさ 決勝戦 なかやま せいら
331 田島 里紗 （桜塾） 333 中山 星來 （桜塾）D45

上級　小学５年女子 重量35㎏以上の部 ４名/Ｄコート第①部

もりた ひすい
338 守田 妃吹 （極真浜井石川）まつもと ひめ

D48334 松本 姫芽 （桜塾）
D46

さかい かほ
339 堺 花帆 （正樹道場）たかはし ゆうな

335 髙橋 夕奈 （正樹道場）
D54 D55

きさ なお
340 喜佐 那緒 （武奨館志賀）ごとう かれん 決勝戦

D41336 後藤 かれん （武奨館高岡）
D47

D60 なかむら ゆあ
341 中村 結愛 （川田道場）かせたに まあや D49

337 綛谷 真彩 （聖心會） ごんで こはる
342 権出 小春 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学６年女子 軽量40㎏未満の部 ９名/Ｄコート第①部

みやざき なつめ こざか りんの
343 宮﨑 なつめ （武奨館本部） 344 小坂 鈴乃 （正樹道場）

決勝戦
D42

優勝

上級　小学６年女子 重量40㎏以上の部 ２名/Ｄコート第①部

かとう あいる きのした まお
345 加藤 愛琉 （森道場） 348 木下 舞桜 （聖心會）

D44なかむら あおば
D50 D51

にしだ さな
346 中村 碧葉 （極真浜井石川） 349 西田 紗菜 （武奨館鳴和）

D43
決勝戦

わたなべ あい D57 まるもと いおな
347 渡邉 藍 （桜塾） 350 丸本 依央奈 （桜塾）

D56
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学１年女子 軽量43㎏未満の部 ６名/Ｄコート第①部
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第５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

優勝 準優勝

たけなが みお こばやし ゆめか
367 竹永 美渚 （桜塾） 369 小林 夢果 （世界総極真福井今城）

D64 D65くろだ ゆづき 決勝戦 さかい のわ
368 黒田 唯月 （誠流塾） 370 酒井 希羽 （七州会）D73

上級　中学２・３年女子 重量50㎏以上の部 ４名/Ｄコート第①部

だい げん
371 代 源 （桜塾）

決勝戦
D71

優勝

上級　高校女子 軽量48㎏未満の部 １名/Ｄコート第①部

おがさわら ゆい かゆかわ あいな ふじい あやみ
372 小笠原 ゆい 373 粥川 愛菜 374 藤井 彩心

おがさわら ゆい
372 小笠原 ゆい （聖心會）

かゆかわ あいな
D66373 粥川 愛菜 （桜塾）

ふじい あやみ
D72 D78374 藤井 彩心 （中山道場）

優勝 準優勝

上級　高校女子 中量55㎏未満の部 ３名/Ｄコート第①部

はた まなほ はやし みづき
361 秦 愛穂 （飛心会） 364 林 美月 （心想流和田道場）

D63うしろやま ゆら
D69 D70

おおた るな
362 後山 悠空 （勲心會） 365 太田 琉渚 （桜塾）

D62
決勝戦

たかはし まいあ D77 さしえ さき
363 髙橋 苺愛 （桜塾） 366 指江 咲妃 （正樹道場）

D76
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学２・３年女子 中量50㎏未満の部 ６名/Ｄコート第①部

にしやま そな かんだ ももか
355 西山 空那 （空會館） 358 神田 桃香 （聖心會）

D59よしだ はるみ
D67 D68

おくむら ゆきみ
356 吉田 暖海 （武奨館鳴和） 359 奥村 幸美 （心想流和田道場）

D58
決勝戦

いしみね ちゅら D75 いわなが ゆいか
357 石嶺 美 （桜塾） 360 岩永 唯伽 （桜塾）

D74
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　中学２・３年女子 軽量43㎏未満の部 ６名/Ｄコート第①部
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