
第4回かがやき杯空手道選手権大会　令和3年3月14日（日）　竹平記念体育館   主催：新日本武道空手道連盟　武奨館

名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名

選抜　幼年男子 田嶋　梓 武煌会館 表地　力翔 桜塾

選抜　幼年女子 石塚　花湖 自然拳法

選抜　小学１年男子 金曽　将人 極真浜井石川 三ツ山　晴智 極真坂本福井 山田　虎鉄 極真浜井石川 小田　朝陽 栄神会

選抜　小学1年女子 冨田　華帆 桜塾 服部　愛夢 佐藤道場

選抜　小学2年男子 洲崎　耕太郎 正樹道場 表地　海翔 桜塾 坂井　風天 極真浜井石川 増田　智樹 誠流塾

選抜　小学2年女子 水岡　緒花 極真浜井石川 鰐部　暎南 空身館

選抜　小学3年男子　軽量29kg未満 橋本　逞 聖心會 野﨑　颯斗 正樹道場 川上　勇真 極真浜井石川 川瀬　雄士朗 闘己會吉塚道場

選抜　小学3年男子　重量29kg以上 野村　成 栄神会 酒井　陽向 立志会 菊地　玄 聖武会館 川合　寛斗 極真会館松田道場

選抜　小学3年女子 金曽　梨子 極真浜井石川 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場 藤田　さくら 七州会 瀧　あおい 佐藤道場

選抜　小学4年男子　軽量32kg未満 松本　拓己 烈士塾 中関　礼人 桜塾 鴫野　丈 誠流塾 田村　星波 桜塾

選抜　小学4年男子　重量32kg以上 薮内　渉太 聖心會 西田　洋輝 正樹道場 阿原　大晟 武奨館高岡 奥村　勇仁 士衛塾石川

選抜　小学4年女子　軽量32kg未満 権出　小春 聖心會 山本　乃愛 七州会 堺　花帆 正樹道場 髙橋　夕奈 正樹道場

選抜　小学4年女子　重量32kg以上 仁田水　咲良 誠真会館秋津道場 鰐部　比奈子 空身館 玉木　陽 栄神会 我那覇　優羽 七州会

選抜　小学5年男子　軽量37kg未満 菅原　一惺 七州会 鈴木　騎士 桜塾 瀬尾　旺文 桜塾 田中　智士 桜塾

選抜　小学5年男子　重量37kg以上 平倉　達哉 桜塾 奥村　珀斗 武奨館鳴和 村上　剣心 世界全極真米山 池田　暎都 極真浜井石川

選抜　小学5年女子　軽量37kg未満 木下　舞桜 聖心會 小野寺　朱雀奈 無限塾 藤野　姫安 極真石川竹吉 川口　せつな 武奨館鳴和

選抜　小学5年女子　重量37kg以上 服部　吏愛姫 佐藤道場 中村　碧葉 極真浜井石川

選抜　小学6年男子　軽量43kg未満 各務　壮祐 極真浜井愛知石川 澤　洸太朗 武奨館鳴和 岩野　歩夢 空手道中山道場 奥山　瑠斗 仰拳塾

選抜　小学6年男子　重量43kg以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波 森田　獅陽 波導館 田中　蒼真 桜塾

選抜　小学6年女子　軽量43kg未満 堀田　優月 世界全極真米山 今別府　恋音 七州会 吉田　暖海 武奨館鳴和 水上　愛粋 極真浜井石川

選抜　小学6年女子　重量43kg以上 林　美月 心想流和田道場

選抜　中学1年男子　軽量45kg未満 渡邉　大德 聖武会館 桑原　右京 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ 古川　幸輝 七州会 田中　梗吾 閃捷塾

選抜　中学1年男子　中量55kg未満 利根川　世道 武奨館高岡 川口　一護 武奨館鳴和 渡邉　将五 心想流和田道場 加藤　優希 世界総極真釘嶋

選抜　中学1年男子　重量55kg以上 有賀　巧真 神谷塾 河﨑　海翔 眞琉會

選抜　中学2・3年男子　軽量50kg未満 渡辺　龍輝 士衛塾石川 中村　亮介 桜塾 飯谷　桃和 桜塾 森　思温 桜塾

選抜　中学2・3年男子　中量60kg未満 山川　慧大 真誠塾 佐藤　誠真 空武會 田嶋　尊 武煌会館 松田　彪雅 白蓮会館奈良学園前

選抜　中学2・3年男子　重量60kg以上 今別府　幸音 七州会 柳井　星七 空身館

階級
優勝 準優勝 3位 3位
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優勝 準優勝 3位 3位

選抜　中学1年女子　軽量45kg未満 指江　咲妃 正樹道場 秦　愛穂 飛心会 コルニエンコ夢乃奈 祐心会 山﨑　葵 武奨館志賀

選抜　中学1年女子　重量45kg以上 小坂　蓮乃 正樹道場 土田　萌華 極真石川竹吉

選抜　中学2・3年女子　軽量45kg未満 由井　園海 北普寺西道場 岸本　乃々子 空手道中山道場

選抜　中学2・3年女子　中量52kg未満 中園　ひより 拳聖塾 蟹江　春日 佐藤道場

選抜　中学2・3年女子　重量52kg以上 水上　莉愛 極真浜井石川 仁田水　咲楽 誠真会館秋津道場

選抜　高校男子　軽量60kg未満 川瀬　統也 闘己會吉塚道場 後藤　楽人 武奨館高岡

選抜　高校男子　重量70kg以上 福井　啓太 武奨館志賀 奥村　爽史 武奨館鳴和

選抜　高校女子　軽量48kg未満 利根川　十仁 武奨館高岡 筒井　ふたば 武奨館鳴和

選抜　高校女子　中量55kg未満 寺崎　裕遊 士衛塾石川

初心　幼年（年少・年中） 宮崎　稜経 自然拳法 冨田　和花 桜塾 北川　夢絃 祐心会 渡辺　さくら 武奨館鳴和

初心　幼年（年長） 河合　将生 極真浜井石川 浅川　知輝 武奨館金沢中央

初心　小学1年 潮津　敢太 武心会 永川　心絆 武心会 藤島　瞬 武奨館内灘 大松　裕都 武奨館内灘

初心　小学2年 菅原　空矢 七州会 大村　龍暎 極真石川竹吉 栗田　龍空 尚道館 北澤　芽依 創拳塾

初心　小学3年 升井　結規 武心会

初心　小学5・6年 赤塚　郁哉 尚道館

初級　幼年（年長） 木村　亜璃衣 佐藤道場 髙橋　猛 正樹道場 小杉　駿太郎 極真浜井石川 中山　遥陽 極真会館小井道場

初級　小学1年男子 小柳　旺駕 眞琉會 石田　魁聖 極真坂本福井 西川　琥太朗 武奨館鳴和 桶川　英士 武奨館内灘

初級　小学2年男子 前川　蒼士郎 武心会 阿原　煌大 武奨館高岡 舟串　太我 空手道中山道場 堀川　省一 正樹道場

初級　小学3年男子 大坪　海斐 武奨館砺波 石田　流聖 極真坂本福井 赤峯　奏太 空身館 竹内　蓮樹 武奨館内灘

初級　小学4年男子 関沼　慶悟 尚道館 藤井　駿太朗 桜塾 下地　孝汰 空心塾 小田島　凜久 空手道中山道場

初級　小学5年男子 山田　宗 武奨館根上 田村　紘樹 極真浜井石川 田中　颯真 武奨館砺波 ポポフ　デヴィッド 尚道館

初級　小学1年女子 山田　琉衣 武奨館金沢中央

初級　小学2年女子 松下　凉菜 武奨館鳴和 間野　杏里 極真浜井石川

初級　小学3年女子 井村　夕璃 極真浜井石川

初級　小学4年女子 藤島　美央 武奨館内灘

初級　小学5・6年女子 松本　姫奈 桜塾 竹内　凜杏 武奨館内灘


