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試合会場図（午前）

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。
アリーナ内へは、審判員・スタッフ・団体代表者・選手しか入場できません。（但し、試合時に幼年～小学低学年の選手を待機
席へ誘導する場合は可とします）

・受付・計量は各コートにて開場と同時に行います。（未満クラスの選手）
・欠場の選手は代表者が各コートまでご連絡をお願いいたします。
・試合時、マスクは道着に入れずに手提げ袋等に入れてください。
　（試合中に道着からマスク等が出てきた場合は失格になります）
・飛沫感染防止フェイスシールド（選抜クラスはJKJO指定品）を必ず装着してください。
・全クラス試合コートにて表彰を行います。第３位の選手は決勝戦が終わるまで試合コート近くで待機してくださ
い。（賞状・ワッペンは後日送付）

第①部　入場 8：30　試合開始 9：30

本部席

選抜 小学６年男子 軽量 ／26名
選抜 小学６年男子 重量 ／18名
選抜 小学６年女子 軽量 ／16名
選抜 小学６年女子 重量 ／ 3名

Ａコート（要計量）

59試合

選抜 中学２・３年男子 重量／ 6名
選抜 中学１年女子 軽量 ／ 9名
選抜 中学１年女子 重量 ／ 5名
選抜 中学２・３年女子 軽量／ 3名
選抜 中学２・３年女子 中量／ 5名
選抜 中学２・３年女子 重量／ 2名
選抜 高校男子 軽量　　 ／12名
選抜 高校男子 中量　　 ／ 4名
選抜 高校男子 重量　　 ／ 2名
選抜 高校女子 軽量　　 ／ 2名
選抜 高校女子 中量　　 ／ 2名
選抜 高校女子 重量　　 ／ 3名

Ｂコート（要計量）

43試合

選抜 中学１年男子 軽量 ／14名
選抜 中学１年男子 中量 ／18名
選抜 中学１年男子 重量 ／ 7名
選抜 中学２・３年男子 軽量／10名
選抜 中学２・３年男子 中量／16名

Ｃコート（要計量）

60試合

選抜 小学５年男子 軽量 ／22名
選抜 小学５年男子 重量 ／16名
選抜 小学５年女子 軽量 ／10名
選抜 小学５年女子 重量 ／ 8名

Ｄコート（要計量）

52試合 47試合

選抜 幼年女子　　　　　／ 5名
選抜 小学１年女子　　　／ 3名
選抜 小学２年女子　　　／ 4名
選抜 小学３年女子　　　／ 9名
選抜 小学４年男子 重量 ／22名
選抜 小学４年女子 軽量 ／ 6名
選抜 小学４年女子 重量 ／ 5名

Ｅコート（要計量）
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試合会場図（午後）

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。
アリーナ内へは、審判員・スタッフ・団体代表者・選手しか入場できません。（但し、試合時に幼年～小学低学年の選手を待機
席へ誘導する場合は可とします）

・受付は各コートにて開場と同時に行います。
・Ｂコートの未満クラスの選手は受付時に計量を行ってください。
・欠場の選手は代表者が各コートまでご連絡をお願いいたします。
・試合時、マスクは道着に入れずに手提げ袋等に入れてください。
　（試合中に道着からマスク等が出てきた場合は失格になります）
・飛沫感染防止フェイスシールド（選抜クラスはJKJO指定品）を必ず装着してください。
・全クラス試合コートにて表彰を行います。第３位の選手は決勝戦が終わるまで試合コート近くで待機してくださ
い。（賞状・ワッペンは後日送付）

第②部　入場 12：00　試合開始 13：00

本部席

選抜 幼年男子　　　　　／14名
選抜 小学１年男子　　　／14名
選抜 小学２年男子　　　／28名

Ａコート（要計量）

53試合

選抜 小学３年男子 軽量 ／12名
選抜 小学３年男子 重量 ／18名
選抜 小学４年男子 軽量 ／24名

Ｂコート（要計量）

51試合

中級 小学１年男子　　　／ 3名
中級 小学２年男子　　　／12名
中級 小学３年男子　　　／ 9名
中級 小学４年男子　　　／11名
中級 小学５年男子　　　／ 8名
中級 小学６年男子　　　／ 6名
中級 小学２年女子　　　／ 3名
中級 小学３年女子　　　／ 4名
中級 小学５年女子　　　／ 2名

Ｃコート（要計量）

49試合

初級 幼年　　　　　　　／ 4名
初級 小学１年男子　　　／12名
初級 小学２年男子　　　／13名
初級 小学３年男子　　　／15名
初級 小学４年男子　　　／ 4名
初級 小学５年男子　　　／ 3名
初級 小学１年女子　　　／ 2名
初級 小学２年女子　　　／ 2名
初級 小学４年女子　　　／ 5名

Ｄコート（要計量）

51試合 48試合

初心 幼年（年少・年中）／ 8名
初心 幼年（年長）　　　／12名
初心 小学１年　　　　　／15名
初心 小学２年　　　　　／ 9名
初心 小学３年　　　　　／ 5名
初心 小学４年　　　　　／ 4名
初心 小学６年　　　　　／ 2名

Ｅコート（要計量）
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ゼッケン番号の若い選手が赤

ふじはら こうだ きたがわ むげん
1 藤原 昂大 （空會館） 8 北川 夢絃 （祐心会尾張旭）

A63はらだ よしはる A66 すや げん
2 原田 吉治 （一光会館） 9 酢谷 源 （武奨館鳴和）

A60 A68やまだ こはく おだ さくや
3 山田 虎白 （極真浜井石川） 10 小田 桜矢 （栄神会）

A64いながき くうが
A76 A77

みやもと すい
4 稲垣 空俄 （JKK聖拳武館） 11 宮本 翠 （LAGYM藤田道場）

A61
決勝戦

みやざき りょうけい A88 はまむら はるき
5 宮崎 稜経 （自然拳法） 12 濱村 栄輝 （自然拳法）

A67 A65とくだ いっさ こばやし ゆうのすけ
6 徳田 一颯 （武奨館鳴和） 13 小林 侑ノ介 （祐心会尾張旭）

A62
A69

ふかみ さぶろう あおき るあ
7 深見 三郎 （空會館） 14 青木 琉亜 （空會館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　幼年男子の部 14名/Ａコート第②部

ふじはら きない うしろやま らいせい
20 藤原 熙乃 （空會館） 27 後山 礼晟 （士衛塾石川）

A73みずおか つむぐ A78 もとお そうた
21 水岡 紡 （極真浜井石川） 28 元尾 颯太 （武奨館本部）

A70 A80みき ゆたか おしがみ りきまる
22 三木 友竣 （極真石川竹吉） 29 押上 力丸 （極真石川竹吉）

A74やま だいち
A89 A90

うめだ しゅうや
23 山 大智 （眞琉會） 30 梅田 周弥 （極真坂本福井）

A71
決勝戦

かなさき れんたろう A97 まつおか かなた
24 金﨑 蓮太郎 （祐心会） 31 松岡 奏汰 （極真石川竹吉）

A79 A75みき たかと ささき しょうま
25 三木 堯太 （極真石川竹吉） 32 佐々木 奨真 （桜塾）

A72
A81

ひょうち りきと たじま あづさ
26 表地 力翔 （桜塾） 33 田嶋 梓 （武煌会館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学１年男子の部 14名/Ａコート第②部

なかむら えれな
15 中村 英麗奈 （武奨館本部） わたなべ さくら

18 渡辺 さくら （武奨館鳴和）くの ひなみ
E6 E716 久野 陽菜美 （立志会）

E1
決勝戦 こいけ るり

19 小池 瑠璃 （JKK聖拳武館）とね みつき E12
17 刀祢 珠月 （自然拳法）

優勝 準優勝

選抜　幼年女子の部 ５名/Ｅコート第①部

ほんま かれん
35 本馬 華恋 （武徳心）いしづか はなこ

E334 石塚 花湖 （自然拳法）
決勝戦 くの ゆいな

36 久野 由衣菜 （立志会）E13

優勝

選抜　小学１年女子の部 ３名/Ｅコート第①部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

もとすぎ いっき おだ あさひ
37 本杉 一騎 （立志会） 51 小田 朝陽 （栄神会）

A98 A102やまだ こてつ ひがしで れお
38 山田 虎鉄 （極真浜井石川） 52 東出 漣大 （一光会館）

A82 A91うえの けいと のせ きっぺい
39 植野 圭翔 （勇輝会館） 53 野瀨 喜平 （正樹道場）

A106 A108むらかみ ふく きたがわ れお
40 村上 不矩 （栄神会） 54 北川 怜歩 （祐心会尾張旭）

A83 A92かとう げん うしおづ かんた
41 加藤 弦 （祐心会尾張旭） 55 潮津 敢太 （武心会）

A99 A103きたじま こうき つじもと あきら
42 北島 康暉 （自然拳法） 56 辻元 明良 （武奨館本部）

A84 A93まつだ くうが
A110 A111

かねそ まさと
43 松田 久優雅 （白蓮会館） 57 金曽 将人 （極真浜井石川）

決勝戦
ふじた りお A112 みつやま はるとも

44 藤田 莉王 （LAGYM藤田道場） 58 三ツ山 晴智 （極真坂本福井）
A85 A94はらだ けいた おおいわ りゅうだい

45 原田 恵多 （武奨館鳴和） 59 大岩 竜大 （栄神会）
A100 A104すぎやま ゆうえい おくむら まひろ

46 杉山 雄映 （祐心会尾張旭） 60 奥村 真大 （武奨館鳴和）
A86 A95しまおか れん たかはし かいむ

47 島岡 蓮 （極真浜井石川） 61 髙橋 快夢 （学心会）
A107 A109なかたに すいせい こばやし ゆうた

48 中谷 彗星 （武奨館鳴和） 62 小林 侑太 （祐心会尾張旭）
A87 A96いしぐろ あきと いながき ぎんが

49 石黒 輝士 （七州会）
A101 A105

63 稲垣 銀河 （JKK聖拳武館）

なかむら そうた A109の後に2分間　　　
A111の後に5分間の休憩

ぼうした りんたろう
50 中村 蒼太 （松武館） 64 坊下 凛太朗 （極真浜井石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学２年男子の部 28名/Ａコート第②部

優勝 準優勝

やまだ るい いがらし ゆいか
65 山田 琉衣 （武奨館本部） 67 五十嵐 唯郁 （五十嵐道場）

E4 E5まつだ はるか 決勝戦 なかざわ みちこ
66 松田 悠花 （中山道場） 68 中澤 倫子 （新極真会栃木）E14

選抜　小学２年女子の部 ４名/Ｅコート第①部

すさき こうたろう さくらい こうた
69 洲﨑 耕太郎 （正樹道場） 75 桜井 香太 （大鹿道場）

おくむら ゆうし B50 B52 すずき はく
70 奥村 悠史 （武奨館鳴和） 76 鈴木 珀 （郷英館）

B44 B46ほりた けんじろう まえかわ そうしろう
71 堀田 健二郎 （千山道場） 77 前川 蒼士郎 （武心会）

B62 B63さかした るい 決勝戦 おおば れん
72 坂下 琉偉 （武心会） 78 大場 蓮 （世界闘英館）

B45
B72

B47えだむら はると なかじま ひろき
73 枝村 陽翔 （閃捷塾） 79 中島 寛基 （武奨館鳴和）

B51 B53
おおばたけ なるせ ひょうち かいと

74 大畠 成惺 （武煌会館） 80 表地 海翔 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学３年男子 軽量29㎏未満の部 12名/Ｂコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

たの りゅうしん とうりき いおり
81 多野 龍心 （極真石川竹吉） 90 東力 伊織 （LAGYM藤田道場）

B58たかにし ゆま B54 ふじさわ りゅうく
82 高西 佑舞 （LAGYM藤田道場） 91 藤澤 龍玖 （祐心会）

B48 B66なかむら あまね
B64

はやし りひと
83 中村 弥 （正樹道場） 92 林 俐仁 （桜塾）

B59あはら こうだい たなか みなと
84 阿原 煌大 （武奨館高岡） 93 田中 湊 （閃捷塾）

B55しまだ きひろ
B73 B74

さかい ふうま
85 嶋田 輝大 （世界総極真福井今城） 94 坂井 風天 （極真浜井石川）

決勝戦
B60ひしぬま たくと B79 かじむら はやと

86 菱沼 拓隼 （極真浜井石川） 95 梶村 隼飛 （桜塾）
B56

B67ふなくし たいが あらかわ こうしろう
87 舟串 太我 （中山道場） 96 荒川 航士朗 （千山道場）

B65 B49いたはし えいじゅ ほりうち しょうた
88 板橋 永樹 （正道会館正天會） 97 堀内 正太 （武奨館本部）

B57
B61

はやし ゆひと いまにし おうすけ
89 林 宥仁 （桜塾） 98 今西 應介 （極真会館関西総本部）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学３年男子 重量29㎏以上の部 18名/Ｂコート第②部

きのした まじゅか
99 木下 真珠華 （聖心會） やがわ みく

104 矢川 美空 （士衛塾石川）みうら ゆきな E8
E10100 三浦 如奈 （誠真会館秋津）

E2
かげやま こもも

105 影山 小桃 （桜塾）まつした すずな
E15 E16101 松下 涼菜 （武奨館鳴和）

決勝戦 もり ななみ
106 森 七海 （祐心会）すぎむら ひまり E23

E11102 杉村 日茉莉 （中山道場）
E9

みずおか おはな
107 水岡 緒花 （極真浜井石川）しかん あおい

103 鹿肝 碧依 （極真浜井石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学３年女子の部 ９名/Ｅコート第①部

おおやち こう かわかみ ゆうま
108 大谷内 洸 （桜塾） 120 川上 勇真 （極真浜井石川）

いしだ りゅうせい B80 B84 かわせ ゆうしろう
109 石田 流聖 （極真坂本福井） 121 川瀬 雄士朗 （極真坂本福井）

B68 B75ふかみ しょうた やまね れんた
110 深見 松太 （空會館） 122 山根 蓮太 （ノーティー）

B88 B90なかがわ りゅうのすけ うえの しょうま
111 中川 隆之助 （一光会館） 123 植野 翔真 （勇輝会館）

B69 B76はまだ いつき やまだ れい
112 浜田 伊槻 （武奨館七尾） 124 山田 怜依 （武奨館本部）

B81 B85
いながき らいが きのした かずや

113 稲垣 頼雅 （JKK聖拳武館） 125 木下 和哉 （誠真会館秋津）
B92 B93まつむら げんき 決勝戦 むらかみ こたろう

114 松村 元稀 （理心館） 126 村上 鼓太郎 （栄神会）B94

かわなか けいじ B82 B86 ながかわ るき
115 川中 慶次 （武奨館本部） 127 永川 耀絆 （武心会）

B70 B77かまくら しゅら こまつき れお
116 鎌倉 朱良 （極真浜井石川） 128 駒月 蓮王 （祐心会）

B89 B91みき あきら きたがわ りく
117 三木 暁央 （極真石川竹吉） 129 北川 凌久 （空身館）

B71 B78たかの いおり やまべ ふうが
118 髙野 佳星 （祐心会） 130 山辺 楓雅 （武奨館本部）

B83 B87
のざき りゅうと B92の後に２分間　　　

B93の後に５分間の休憩
はしもと たくま

119 野﨑 颯斗 （正樹道場） 131 橋本 逞 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学４年男子 軽量32㎏未満の部 24名/Ｂコート第②部
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ながやま けんご ふじはら かいり
132 長山 拳悟 （正樹道場） 143 藤原 快吏 （空會館）

こじま てっせい E24 E28 おかざき ひなた
133 小島 哲成 （祐心会尾張旭） 144 岡崎 陽 （川田道場）

E17 E20おしま まさかず
E32

あかみね そうた
134 尾嶋 将一 （武奨館内灘） 145 赤峯 奏太 （空身館）

E34かわさき るき なかむら かむい
135 河崎 琉稀 （武心会） 146 中村 可夢偉 （武奨館本部）

E25 E21やなぎだに りょうた ほりた あきふみ
136 柳谷 龍汰 （武奨館本部） 147 堀田 彬文 （千山道場）

E29
こばやし りお

E39 E40
こばやし りき

137 小林 凛生 （松武館） 148 小林 凛輝 （松武館）
決勝戦

たかはし うきょう E26 E45 おおつぼ かい
138 髙橋 右京 （理心館） 149 大坪 海斐 （武奨館砺波）

E18 E30よしの ちかゆき おおの みつき
139 吉野 悠之 （武奨館本部） 150 大野 光希 （栄神会）

E33
E35しらかわ ひろき くまがい はると

140 白川 啓樹 （聖心會） 151 熊谷 明斗 （祐心会尾張旭）
E19 E22とねがわ はく いけだ こうき

141 利根川 羽迅 （武奨館高岡） 152 池田 亘輝 （武奨館小松）
E27 E31

のむら じょう はま ゆうき
142 野村 成 （栄神会） 153 濱 佑輝 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜 小学４年男子 重量32㎏以上の部 22名/Ｅコート第①部

はやし ゆの かさい いちか
154 林 結乃 （空會館） 157 笠井 一花 （川田道場）

E37かとう ゆうな
E41 E42

とくだ いろは
155 加藤 優奈 （五十嵐道場） 158 徳田 彩羽 （武奨館鳴和）

E36
決勝戦

ほんだ さきか E46 おおかど なつき
156 本田 咲蘭 （極真浜井石川） 159 大門 夏輝 （光武会館）

優勝 準優勝

選抜　小学４年女子 軽量32㎏未満の部 ６名/Ｅコート第①部

なかやま せいら
160 中山 星來 （桜塾） はった ななか

163 八田 凪々香 （桜塾）わたなべ ゆい
E43 E44161 渡邉 結衣 （心想流和田道場）

E38
決勝戦 かねそ りこ

164 金曽 梨子 （極真浜井石川）いとう ちえ E47
162 伊藤 千愛 （誠真会館秋津）

優勝 準優勝

選抜　小学４年女子 重量32㎏以上の部 ５名/Ｅコート第①部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

たけうち とわ まつもと たくみ
165 竹内 虎和 （自然拳法） 176 松本 拓己 （烈士塾）

いわい かいと D7 D11 なかやま はずき
166 岩井 海音 （拳王道） 177 中山 蓮希 （中山道場）

D1 D4すぎさき だいせい
D15

かきはら たける
167 杉崎 太星 （仰拳塾） 178 柿原 武尊 （極真浜井石川）

D17いくぼ かなと つじもと りょうた
168 井久保 奏音 （聖武会館） 179 辻元 涼太 （武奨館本部）

D8 D5とみた えいしん たかはた ゆうすけ
169 冨田 瑛心 （桜塾） 180 高畑 佑丞 （尚道館）

D12
たかの そう

D23 D24
やまだ れんと

170 髙野 颯 （武奨館志賀） 181 山田 恋登 （金森道場）
決勝戦

いわた いっぺい D9 D29 たむら せな
171 岩田 一平 （祐心会） 182 田村 星波 （桜塾）

D2 D13おだしま りく おくむら はやと
172 小田島 凜久 （中山道場） 183 奥村 隼斗 （祐心会尾張旭）

D16
D18たぐち ふうた くろだ りゅうき

173 田口 楓大 （一光会館） 184 黒田 竜希 （誠流塾）
D3 D6はない れっし しばた くうが

174 花井 烈士 （桜塾） 185 柴田 空河 （学心会）
D10 D14

しぎの じょう いしづか ゆうひ
175 鴫野 丈 （誠流塾） 186 石塚 雄陽 （自然拳法）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学５年男子 軽量37㎏未満の部 22名/Ｄコート第①部

さかい かほ もりた ひすい
203 堺 花帆 （正樹道場） 208 守田 妃吹 （極真浜井石川）

D44
D42よこやま めい さわむら るか

204 横山 夢依 （正道会館正天會） 209 澤村 月華 （波導館）
D34みうら ゆい

D49 D50
たかはし ゆうな

205 三浦 結衣 （祐心会） 210 髙橋 夕奈 （正樹道場）
決勝戦

D35なかむら ゆあ D52 きさ なお
206 中村 結愛 （川田道場） 211 喜佐 那緒 （武奨館志賀）

D43
D45

かせたに まあや ごんで こはる
207 綛谷 真彩 （聖心會） D51終了後３分間休憩 212 権出 小春 （聖心會）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学５年女子 軽量37㎏未満の部 10名/Ｄコート第①部

おくむら ゆうと やまもと りゅうじろう
187 奥村 勇仁 （士衛塾石川） 195 山本 琉士郎 （中山道場）

D19 D25しもじ こうた わたなべ そら
188 下地 孝汰 （空心塾） 196 渡辺 蒼空 （波導館）

D30 D32こばやし そうすけ たかた あきと
189 小林 蒼侑 （祐心会尾張旭） 197 高田 彰虎 （武奨館鳴和）

D20 D26おきの きょうすけ ながの おうた
190 沖野 恭佑 （極真浜井石川） 198 長野 凰太 （空心塾）

D40 D41にした ひろき 決勝戦 かげやま すみよし
191 西田 洋輝 （正樹道場） 199 影山 澄吉 （桜塾）

D21
D48

D27しげむら らいる はせがわ こうや
192 重村 來良 （栄神会） 200 長谷川 晄也 （光山会）

D31 D33なかじま こはく ほりた しょうせい
193 中島 琥珀 （武奨館鳴和） 201 堀田 尚聖 （千山道場）

D22 D28ふじい しゅんたろう あはら たいせい
194 藤井 駿太朗 （桜塾） 202 阿原 大晟 （武奨館高岡）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学５年男子 重量37㎏以上の部 16名/Ｄコート第①部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

がなは ゆう みやざき なつめ
213 我那覇 優羽 （七州会） 217 宮﨑 なつめ （武奨館本部）

D36 D38ふきや さき はやし めいな
214 吹屋 咲妃 （川田道場） 218 林 芽衣奈 （心想流和田道場）

D46 D47ごとう かれん 決勝戦 きのした りあ
215 後藤 かれん （武奨館高岡） 219 木下 莉亜 （空身館）

D37
D51

D39たまき みなみ こざか りんの
216 玉木 陽 （栄神会） 220 小坂 鈴乃 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学５年女子 重量37㎏以上の部 ８名/Ｄコート第①部

はま こうき すがわら いっせい
221 濱 航希 （桜塾） 234 菅原 一惺 （七州会）

A11 A15にしみつ こうた なかむら ぶんた
222 西光 広太 （祐心会尾張旭） 235 中村 歩楽 （極真石川竹吉）

A1 A6おおさか げん たなか さとし
223 大坂 元 （尚道館） 236 田中 智士 （桜塾）

A21 A23いでうえ らいき きょうたに けいたろう
224 井手上 莉己 （桜塾） 237 京谷 恵太朗 （武奨館砺波）

A2 A7おおつぼ さく たまおき れんゆう
225 大坪 朔空 （武奨館砺波）

A16
238 玉置 蓮佑 （学心会）

A12なかむら げんた なつめ れお
226 中村 弦楽 （極真石川竹吉） 239 夏目 玲皇 （桜塾）

A3すずき ないと
A33 A34

たなか たくむ
227 鈴木 騎士 （桜塾） 240 田中 琢夢 （空會館）

決勝戦
A8にしの しんじろう A39 よしだや らいと

228 西野 信次郎 （桜塾） 241 吉田谷 徠翔 （空身館）
A17かまくら さすけ A13 はかまた そうま

229 鎌倉 颯亮 （極真浜井石川） 242 袴田 颯馬 （桜塾）
A4 A9いながき りゅうが かわごし えいた

230 稲垣 龍芽 （JKK聖拳武館） 243 川腰 瑛太 （武奨館鳴和）
A22 A24やまだ そう はしもと じょう

231 山田 宗 （武奨館根上） 244 橋本 丈 （聖心會）
A5 A10おおとも くろうど すぎもと いった

232 大友 蔵人 （眞琉會）
A18

245 杉本 一太 （武奨館本部）
A14

むらた ふうが せお あきふみ
233 村田 風我 （桜塾） 246 瀬尾 旺文 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学６年男子 軽量43㎏未満の部 26名/Ａコート第①部

おくむら はくと かとう はるき
247 奥村 珀斗 （武奨館鳴和） 256 加藤 陽生 （空會館）

A29たかはし ゆうた A25 いけだ こうせい
248 髙橋 優汰 （ノーティー） 257 池田 康晟 （極真浜井石川）

A19 A37しまだ ふうま
A35

すずき かい
249 嶋田 楓眞 （嶋田塾） 258 鈴木 開 （武奨館鳴和）

A30はしたに かい ふくい はやた
250 端谷 海 （極真浜井石川） 259 福井 駿汰 （中山道場）

A26たなか ひいろ
A48 A49

ひがし ゆうき
251 田中 陽彩 （学心会） 260 東 佑來 （武奨館鳴和）

決勝戦
A31いけだ えいと A55 たむら こうき

252 池田 瑛都 （極真浜井石川） 261 田村 紘樹 （極真浜井石川）
A27

A38さかい はるき かつら ゆうき
253 酒井 陽生 （武奨館本部） 262 桂 悠樹 （自然拳法）

A36 A20ながやま しょうご こざと たいち
254 長山 翔悟 （正樹道場） 263 古里 太一 （千山道場）

A28
A32

まつだ ゆうや ひらお たいち
255 松田 悠也 （中山道場） 264 平尾 太一 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学６年男子 重量43㎏以上の部 18名/Ａコート第①部
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なつめ れな なかむら あおば
265 夏目 玲菜 （桜塾） 273 中村 碧葉 （極真浜井石川）

A40 A44ふじさわ みき くき ここね
266 藤澤 美綺 （祐心会） 274 九鬼 心音 （学心会）

A50 A52はせがわ ゆきあ にしだ さな
267 長谷川 幸愛 （光山会） 275 西田 紗菜 （武奨館鳴和）

A41 A45かわぐち せつな ひらばる ひかり
268 川口 せつな （武奨館鳴和） 276 平原 輝 （遂心塾）

A56 A57きのした まお 決勝戦 ふじの びあん
269 木下 舞桜 （聖心會） 277 藤野 姫安 （極真石川竹吉）

A42
A59

A46はやし はの はやし きよら
270 林 芭音 （武奨館本部） 278 林 心楽 （桜塾）

A51 A53にしかわ るな ほりぐち ひなた
271 西川 瑠奏 （閃捷塾） 279 堀口 向日葵 （武奨館本部）

A43 A47みやけ あいる かとう あいる
272 三宅 愛瑠 （極真浜井石川） A58終了後３分間休憩 280 加藤 愛琉 （森道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　小学６年女子 軽量43㎏未満の部 16名/Ａコート第①部

のむら かいき おくやま りゅうと
284 野村 魁希 （桜塾） 291 奥山 瑠斗 （仰拳塾）

C4よねだ けいご C9 いしみね てぃだ
285 米田 圭吾 （武奨館小松） 292 石嶺 太陽 （桜塾）

C1 C11いしぐろ しょうと もりた こはく
286 石黒 翔士 （七州会） 293 守田 琥伯 （極真浜井石川）

C5はっとり たくま
C21 C22

なすかわ れん
287 服部 匠真 （清武会三重） 294 奈須川 漣 （無限塾）

C2
決勝戦

いわで つぐみ C30 さくらい そうすけ
288 岩出 嗣実 （真門塾） 295 桜井 奏輔 （大鹿道場）

C10 C6ほんま にこ むらやま はるや
289 本馬 仁虎 （武徳心） 296 村山 陽哉 （神谷塾）

C3
C12

ふじさわ そらや きりはら あゆむ
290 藤澤 空彌 （桜塾） 297 桐原 歩夢 （世界闘英館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　中学１年男子 軽量45㎏未満の部 14名/Ｃコート第①部

すぎもと ほなみ
282 杉本 帆名美 （千山道場）ありが さの

A54281 有賀 咲乃 （神谷塾）
決勝戦 たけうち りあん

283 竹内 凜杏 （武奨館内灘）A58

優勝

選抜　小学６年女子 重量43㎏以上の部 ３名/Ａコート第①部

かかむ そうすけ もりた しょう
298 各務 壮祐 （極真浜井愛知石川） 307 森田 獅陽 （波導館）

C17はない てった C13 うめだ あゆと
299 花井 哲太 （桜塾） 308 梅田 歩知 （極真坂本福井）

C7 C25たかはし まさき
C23

たけべ しょうた
300 高橋 優輝 （武奨館鳴和） 309 武部 翔太 （武奨館砺波）

C18なかしま ゆうせい やまざき りゅうのすけ
301 中島 悠聖 （祐心会） 310 山崎 龍之介 （尚道館）

C14こくえ しゆう
C31 C32

ふじた つかさ
302 小久江 侍勇 （峰武塾） 311 藤田 司 （武奨館鳴和）

決勝戦
C19おおの さくたろう C41 いわの あゆむ

303 大野 朔多郎 （武奨館砺波） 312 岩野 歩夢 （中山道場）
C15

C26にしかわ たいせい ふじい ゆうたろう
304 西川 大惺 （閃捷塾） 313 藤井 優太朗 （桜塾）

C24 C8かんだ えいしょう はまや ゆうげん
305 神田 英渉 （桜塾） 314 濱谷 悠玄 （盟武会木下道場）

C16
C20

おだしま ゆうと さわ こうたろう
306 小田島 悠翔 （中山道場） 315 澤 洸太朗 （武奨館鳴和）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　中学１年男子 中量55㎏未満の部 18名/Ｃコート第①部
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うらやま りゅうせい
316 浦山 竜精 （武奨館志賀）

C27
きくた まなと

320 菊田 真翔 （武奨館砺波）ふきや なおひろ
C29317 吹屋 直優 （川田道場）

C35
かさい とあ

C36 321 笠井 翔愛 （川田道場）よねもり しょうたろう 決勝戦
318 米森 祥太郎 （正樹道場）

C28
C42 もとすぎ いっさ

322 本杉 一颯 （立志会）たじま うつき
319 田嶋 美月 （武煌会館）

優勝 準優勝

選抜　中学１年男子 重量55㎏以上の部 ７名/Ｃコート第①部

おおさわ ゆいが わたなべ ひろのり
323 大澤 唯雅 （神谷塾） 328 渡邉 大德 （聖武会館）

C39
C37のぐち かずや ふくだ たくみ

324 野口 和矢 （武奨館鳴和） 329 福田 拓海 （真誠塾）
C33はせがわ れお

C51 C52
くらさわ かつのぶ

325 長谷川 玲央 （輝心會） 330 倉澤 勝信 （閃捷塾）
決勝戦

C34なかむら しょうせい C57 はらだ りゅうのすけ
326 中村 翔成 （川田道場） 331 原田 龍之介 （羅漢塾）

C38
C40

にしむら りゅうしょう わたなべ りゅうき
327 西村 竜翔 （ノーティー） 332 渡辺 龍輝 （士衛塾石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　中学２・３年男子 軽量50㎏未満の部 10名/Ｃコート第①部

かわぐち いちご たなか きょうご
333 川口 一護 （武奨館鳴和） 341 田中 梗吾 （閃捷塾）

C43 C47すぎさき ようだい なかやま せな
334 杉崎 陽大 （仰拳塾） 342 中山 誠那 （中山道場）

C53 C55くわばら がく きむら れんと
335 桑原 雅空 （神谷塾） 343 木村 蓮斗 （神谷塾）

C44 C48ふじい こうたろう みうら りくと
336 藤井 宏太朗 （桜塾） 344 三浦 碧斗 （誠真会館秋津）

C58 C59ほんだ たいが 決勝戦 たじま みこと
337 本多 帝雅 （誠真会館秋津） 345 田嶋 尊 （武煌会館）

C45
C60

C49なかむら こうのすけ あんどう かいと
338 中村 幸之助 （祐心会） 346 安東 海音 （飛心会）

C54 C56もうり はやと よしだ いずみ
339 毛利 隼 （武奨館本部） 347 吉田 出海 （武奨館鳴和）

C46 C50こがねざわ りょうま はった ぎんりゅう
340 小金澤 亮馬 （極真拳武會） C59終了後５分休憩 348 八田 銀琉 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　中学２・３年男子 中量60㎏未満の部 16名/Ｃコート第①部

なかむら かいせい かわさき かいと
349 中村 海晴 （桜塾） 352 河﨑 海翔 （眞琉會）

B3いわき りくと
B6 B7

おはら りょうた
350 岩城 陸斗 （理心館） 353 小原 陵汰 （祐心会）

B2
決勝戦

いしだ くりゅう B17 ありが たくま
351 石田 虎琉 （拳真流チームアキラ） 354 有賀 巧真 （神谷塾）

優勝 準優勝

選抜　中学２・３年男子 重量60㎏以上の部 ６名/Ｂコート第①部
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よしだ はるみ
355 吉田 暖海 （武奨館鳴和） おくむら ゆきみ

360 奥村 幸美 （心想流和田道場）くの なひろ B8
B10356 久野 菜央 （祐心会尾張旭）

B1
やまだ ここは

361 山田 恋羽 （金森道場）かげやま ゆうか
B18 B19357 影山 夕夏 （桜塾）

決勝戦 ふくとみ りこ
362 福富 莉子 （祐心会尾張旭）うしろやま ゆら B24

B11358 後山 悠空 （士衛塾石川）
B9

みずかみ ありす
363 水上 愛粋 （極真浜井石川）のぐち さあら

359 野口 紗愛来 （JKK聖拳武館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　中学1年女子 軽量45㎏未満の部 ９名/Ｂコート第①部

すぎみや まな
370 杉宮 茉奈 （正樹道場）たかお きらら

B14369 髙尾 綺星 （桜塾）
決勝戦 いしみね ちゅら

371 石嶺 美 （桜塾）B21

優勝

選抜　中学２・３年女子 軽量45㎏未満の部 ３名/Ｂコート第①部

はやし みづき
364 林 美月 （心想流和田道場） いい まこ

367 井伊 真子 （波導館）はせがわ らん
B12 B13365 長谷川 蘭 （輝心會）

B4
決勝戦 たかはし まいあ

368 髙橋 苺愛 （桜塾）ほりた みずき B20
366 堀田 みず希 （千山道場）

優勝 準優勝

選抜　中学1年女子 重量45㎏以上の部 ５名/Ｂコート第①部

ごとう ななみ
372 後藤 ななみ （武奨館高岡） ゆい そのみ

375 由井 園海 （北晋寺西道場）かかむ ひろか
B15 B16373 各務 弘華 （極真浜井愛知石川）

B5
決勝戦 さしえ さき

376 指江 咲妃 （正樹道場）つちだ もか B22
374 土田 萌華 （極真石川竹吉）

優勝 準優勝

選抜　中学２・３年女子 中量52㎏未満の部 ５名/Ｂコート第①部

こざか れのん くろだ ゆづき
377 小坂 蓮乃 （正樹道場） 378 黒田 唯月 （誠流塾）

決勝戦
B23

優勝

選抜　中学２・３年女子 重量52㎏以上の部 ２名/Ｂコート第①部

つちだ とい かわせ とうや
379 土田 翔生 （武奨館内灘） 385 川瀬 統也 （闘己會吉塚道場）

かわせ りょうと B31 B33 きど あいと
380 川瀬 稜翔 （闘己會吉塚道場） 386 氣戸 藍音 （武奨館鳴和）

B25 B27えんどう たいら はんや とうわ
381 遠藤 大羅 （極真浜井石川） 387 飯谷 桃和 （桜塾）

B37 B38ゆい みなみ 決勝戦 おおつぼ りゅうしょう
382 由井 嶺海 （北晋寺西道場） 388 大坪 龍昇 （JKK）

B26
B43

B28はしもと あいと おぐら りょうや
383 箸本 愛与 （嶋田塾） 389 小椋 稜也 （仰拳塾）

B32 B34
もり しおん はま たいき

384 森 思温 （桜塾） 390 濱 太樹 （桜塾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

選抜　高校男子 軽量60㎏未満の部 12名/Ｂコート第①部
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かねみつ るみこ
402 金光 ルミコ （祐心会尾張旭）わたなべ こはる

B35401 渡辺 小春 （武奨館鳴和）
決勝戦 まるやま みずき

403 丸山 瑞希 （拳聖塾）B42

優勝

選抜　高校女子 重量55㎏以上の部 ３名/Ｂコート第①部

もりぐち かいと さかた そら
395 森口 魁斗 （武徳心） 396 坂田 大空 （眞琉會）

決勝戦
B39

優勝

選抜　高校男子 重量70㎏以上の部 ２名/Ｂコート第①部

ひらばる かな とねがわ じゅに
397 平原 奏 （遂心塾） 398 利根川 十仁 （武奨館高岡）

決勝戦
B40

優勝

選抜　高校女子 軽量48㎏未満の部 ２名/Ｂコート第①部

こばやし さつき おか あやほ
399 小林 咲月 （芦原会館西宮） 400 岡 彩穂 （眞琉會）

決勝戦
B41

優勝

選抜　高校女子 中量55㎏未満の部 ２名/Ｂコート第①部

優勝 準優勝

かとう りゅうが おがわ りき
391 加藤 琉雅 （桜塾） 393 小川 理貴 （士衛塾総本部）

B29 B30ふくい ゆうた 決勝戦 なかやま せいと
392 福井 悠太 （武奨館志賀） 394 中山 星音 （桜塾）B36

選抜　高校男子 中量70㎏未満の部 ４名/Ｂコート第①部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

はやし けいじろう かねそ まさむね
404 林 慶次朗 （眞琉會） 408 金曽 正宗 （極真浜井石川）

E52 E54ぼうした そうたろう かなさき みお （祐心会）
405 坊下 蒼太朗 （極真浜井石川） 409 金﨑 澪愛

E60 E61おおいわ れんだい 決勝戦 なかや ともはる （正道会館正天會）
406 大岩 蓮大 （栄神会） 410 中屋 智陽

E53
E67

E55にしかわ ぎんじろう ごとう れおと （武奨館高岡）
407 西川 銀士朗 （武奨館鳴和） 411 後藤 獅虎

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　幼年（年少・年中）の部 ８名/Ｅコート第②部

つちもと れい
439 土本 怜惟 （武奨館内灘） まつもと りん

444 松本 倫 （武奨館七尾）かわい てる E81
E83440 川井 輝 （士衛塾石川）

E77
かわせ あきなり

445 川瀬 晃成 （川田道場）あはら すいな
E90 E91441 阿原 翠那 （武奨館高岡）

決勝戦 ながやま たくみ
446 長山 拓未 （武奨館七尾）すやま ふうた E95

E84442 須山 楓大 （尚道館）
E82

かねそ あやの
447 金曽 綾乃 （極真浜井石川）まつもと じん

443 松本 仁 （武奨館七尾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　小学２年の部 ９名/Ｅコート第②部

かわの えれん あずま その
412 川野 笑恋 （士衛塾石川） 418 東 想乃 （武奨館本部）

いわぎし かなで E56 E58 かねこ そう
413 岩岸 奏 （武奨館内灘） 419 金子 爽 （正道会館正天會）

E48 E50ありさわ よしと なかの むつき
414 有澤 祥人 （武奨館鳴和） 420 中野 睦基 （武奨館鳴和）

E62 E63むらおか てっしょう 決勝戦 おおふじ まいな
415 村岡 鉄章 （川田道場） 421 大藤 舞奈 （武奨館本部）

E49
E76

E51たにぐち めい つぼうち あおい
416 谷口 愛唯 （武奨館鳴和） 422 坪内 葵衣 （極真浜井石川）

E57 E59
ほりかわ はく はしの つき

417 堀川 蓮來 （正樹道場） 423 橋野 月希 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　幼年（年長）の部 12名/Ｅコート第②部

ますい けんと
431 升井 健人 （武心会）かんだ しゅうい

E68424 神田 周維 （桜塾） あさかわ ともき

E72
432 浅川 知輝 （武奨館本部）みかみ おうすけ

E74425 三上 旺祐 （極真浜井石川）
E64

しま はやと
433 嶋 勇人 （極真浜井石川）たつ ゆづき

E69426 達 由月 （武奨館小松） にしだ まる
434 西田 真留 （武奨館小松）たか ゆいと

E79 E80427 高 結人 （武心会）
E65

決勝戦 くにひろ ゆうた
435 國弘 悠太 （正道会館正天會）こばやし あすま E85

E70428 小林 飛州馬 （武奨館本部）
E73

にしかわ じゅま
436 西川 樹真 （極真浜井石川）つねざわ あれん

E75429 経澤 歩蓮 （極真小井道場）
E66

あかし そうま
437 明石 蒼馬 （自然拳法）かどや あつと

E71430 角谷 篤人 （極真浜井石川） たなか ゆうや
438 田中 勇陽 （武奨館大門）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　小学１年の部 15名/Ｅコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

むらおか かのん
448 村岡 伽音 （川田道場） なかせ おうすけ

451 中瀬 應介 （武奨館高岡）やまもと りな
E86 E87449 山本 俐奈 （正道会館正天會）

E78
決勝戦 すぎもと ゆうじ

452 杉本 裕慈 （極真浜井石川）おおた えいすけ E92
450 大田 瑛介 （極真浜井石川）

優勝 準優勝

初心　小学３年の部 ５名/Ｅコート第②部

うしざき だいむ ふじた そうせい
457 牛﨑 大夢 （桜塾） 458 藤田 蒼生 （極真浜井石川）

決勝戦
E94

優勝

初心　小学６年の部 ２名/Ｅコート第②部

優勝 準優勝

おおくま りく いまむら ちさと
453 大熊 怜久 （尚道館） 455 今村 千聖 （正道会館正天會）

E88 E89いしの るい 決勝戦 おおざわ りんたろう
454 石野 瑠唯 （極真浜井石川） 456 大澤 麟太郎 （極真坂本福井）E93

初心　小学４年の部 ４名/Ｅコート第②部

優勝 準優勝

たち てん なかむら はる
459 舘 天 （武奨館本部） 461 中村 晴 （極真浜井石川）

D53 D54さかい いぶき 決勝戦 きたむら れんと
460 坂井 芽樹 （盟武会木下道場） 462 木田村 蓮飛 （士衛塾石川）D63

初級　幼年の部 ４名/Ｄコート第②部

たにぐち あさひ こすぎ しゅんたろう
463 谷口 朝飛 （極真浜井石川） 469 小杉 駿太郎 （極真浜井石川）

よしむら いお D59 D61 やまおか とわ
464 吉村 惟生 （武奨館七尾） 470 山岡 叶和 （武奨館本部）

D55 D57みやぐち おうし いわた たくま
465 宮口 央獅 （極真浜井石川） 471 岩田 拓真 （正道会館正天會）

D69 D70いしだ はると 決勝戦 くろだ はるき
466 石田 春翔 （極真石川竹吉） 472 黒田 春輝 （誠流塾）

D56
D75

D58やちざか るい かわい しょうせい
467 谷内坂 塁 （極真浜井石川） 473 河合 将生 （極真浜井石川）

D60 D62
さくい ゆうご たかはし たける

468 作井 悠悟 （武奨館本部） 474 髙橋 猛 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学１年男子の部 12名/Ｄコート第②部

たけだ ゆういちろう
481 竹田 悠一郎 （尚道館）みやもと だいき

D66475 宮本 大輝 （極真浜井石川） まつの しゅんき
482 松野 詢生 （武奨館内灘）なかむら そうた D71

D73476 中村 聡太 （武奨館大門）
D64

はしもと こうた
483 橋本 航汰 （正道会館正天會）いわぎし あおい

D67477 岩岸 葵 （武奨館内灘）
D79 D80

えびな かずき
484 海老名 一希 （武奨館本部）こさか あおい 決勝戦

478 小坂 蒼生 （武奨館鳴和）
D65

D85 にしむら そうき
485 西村 蒼生 （極真石川竹吉）なかもり こどう

D68479 中森 鼓童 （士衛塾石川）
D72 ながかわ しんば

486 永川 心絆 （武心会）やまもと ゆうま D74
480 山本 悠馬 （武奨館小松） やまぬき りく

487 山貫 利來 （武奨館高岡）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学２年男子の部 13名/Ｄコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

おおもり くれは
514 大森 紅羽 （武奨館小松） ほりかわ りおな

517 堀川 莉桜奈 （正樹道場）たまさく ゆずの
D99 D100515 玉作 柚乃 （正樹道場）

D95
決勝戦 おおたか うみ

518 大高 海美 （極真浜井石川）やちざか りん D103
516 谷内坂 凛 （極真浜井石川）

優勝 準優勝

初級　小学４年女子の部 ５名/Ｄコート第②部

もりた るりこ やすえ まつり
510 守田 瑠璃子 （極真浜井石川） 511 安江 麻都里 （武奨館鳴和）

決勝戦
D101

優勝

初級　小学１年女子の部 ２名/Ｄコート第②部

さかした かえで おおさき にちか
512 坂下 楓 （武奨館小松） 513 大﨑 日翔 （正道会館正天會）

決勝戦
D102

優勝

初級　小学２年女子の部 ２名/Ｄコート第②部

優勝 準優勝

いけだ ゆうせい あかつか こうや
503 池田 悠晟 （極真浜井石川） 505 赤塚 洸哉 （尚道館）

D90 D91よしの かずま 決勝戦 ますい ゆうき
504 吉野 主真 （尚道館） 506 升井 結規 （武心会）D97

初級　小学４年男子の部 ４名/Ｄコート第②部

みずの そうま
508 水野 壮馬 （LAGYM藤田道場）ひらた ゆうしょう

D94507 平田 悠翔 （政浦道場）
決勝戦 うえだ あいと

509 上田 愛虎 （尚道館）D98

優勝

初級　小学５年男子の部 ３名/Ｄコート第②部

なかみね いつき
495 仲嶺 樹 （正道会館正天會）こくのう こうき

D81488 國納 煌生 （武奨館本部） ひらおか さきと

D86
496 平岡 咲人 （武心会）いのうえ ゆいと

D88489 井上 悠唯人 （正道会館正天會）
D76

くろだ とうせい
497 黒田 桃生 （武奨館本部）うえだ えいだい

D82490 上田 詠大 （尚道館） はまむら しゅうじ
498 濱村 修司 （自然拳法）かりや こうが

D92 D93491 狩矢 洸雅 （正道会館正天會）
D77

決勝戦 くりた りく
499 栗田 龍空 （尚道館）たつた きょういち D96

D83492 辰田 京一 （武奨館鳴和）
D87

きたがわ れん
500 北川 蓮 （空身館）かつら あらた

D89493 桂 新汰 （極真浜井石川）
D78

くぼた そうた
501 窪田 蒼大 （正道会館正天會）しおや りく

D84494 塩屋 りく （嶋田塾） たかしま あお
502 髙島 碧 （武奨館砺波）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学３年男子の部 15名/Ｄコート第②部



第５回かがやき杯空手道選手権大会

22

ゼッケン番号の若い選手が赤

あおやま あらた
520 青山 新汰 （極真小井道場）おおとも げんじ

C65519 大友 元志 （極真小井道場）
決勝戦 たかの けいすけ

521 髙野 桂輔 （極真浜井石川）C70

優勝

中級　小学１年男子の部 ３名/Ｃコート第②部

たち りゅう
548 舘 龍 （武奨館本部）しげもり みなみ

543 茂森 南実 （桜塾）
C84 ぼうした こたろう

549 坊下 琥太朗 （極真浜井石川）あきた とうま C82
C75544 秋田 透槙 （武奨館根上）

C74
あさくら なおき

550 浅倉 直樹 （武奨館根上）ほそかわ ふうと
C88 C89545 細川 楓人 （正道会館正天會）

決勝戦 ふくい ごうま
551 福井 豪真 （中山道場）たけうち れんじゅ C95

C76546 竹内 蓮樹 （武奨館内灘）
C83

まえかわ ある
552 前川 阿琉 （武奨館鳴和）きたがわ そうま C85

547 北川 颯真 （極真小井道場） ながかわ とき
553 永川 翔絆 （武心会）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学４年男子の部 11名/Ｃコート第②部

まの かいせい うみの けんしん
554 間野 海聖 （極真浜井石川） 558 海野 賢眞 （盟武会木下道場）

C90 C92まつした よしき きけがわ あきひと
555 松下 佳暉 （正道会館正天會） 559 亀卦川 瑛仁 （正道会館正天會）

C96 C97くろだ こたろう 決勝戦 かわにし ゆづき
556 黒田 琥太郎 （正道会館正天會） 560 川西 悠月 （千山道場）

C91
C105

C93はやし きよまさ よしむら りと
557 林 清正 （眞琉會） 561 吉村 莉翔 （武奨館七尾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学５年男子の部 ８名/Ｃコート第②部

はしの いぶき さわだ やまと
522 橋野 維吹 （正樹道場） 528 澤田 大和 （極真浜井石川）

ふくしま あらた C66 C68 ふかみ あゆむ
523 福島 新太 （武奨館砺波） 529 深見 歩 （空會館）

C61 C63まえかわ のい おけがわ えいと
524 前川 能生 （武奨館鳴和） 530 桶川 英士 （武奨館内灘）

C72 C73はらだ じん 決勝戦 にしかわ こたろう
525 原田 仁 （武奨館内灘） 531 西川 琥太朗 （武奨館鳴和）

C62
C77

C64つぼうち けいしん あさだ ゆうき
526 坪内 慶真 （極真浜井石川） 532 浅田 悠輝 （極真小井道場）

C67 C69
やまざき あさひ いしだ かいせい

527 山崎 旦陽 （武奨館高岡） 533 石田 魁聖 （極真坂本福井）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学２年男子の部 12名/Ｃコート第②部

おだ ことむ
534 織田 琥十六 （武心会） たけち やまと

539 武市 倫和 （極真髙橋道場）すがわら くうや C78
C80535 菅原 空矢 （七州会）

C71
おおとも じげん

540 大友 次元 （極真小井道場）ほりかわ しょういち
C86 C87536 堀川 省一 （正樹道場）

決勝戦 なおしま あおと
541 直嶋 蒼翔 （極真石川竹吉）くわばら かずとし C94

C81537 桑原 和寿 （武奨館七尾）
C79

うみの こうめい
542 海野 光明 （盟武会木下道場）むらなか おうか

538 村中 王哉 （盟武会木下道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学３年男子の部 ９名/Ｃコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

大会協力道場

芦原会館西宮支部　五十嵐道場　一光会館　栄神会　LAGYMJAPAN藤田道場　大鹿道場
学心会　金森道場　神谷塾　川田道場　輝心會　郷英館　極真会館石川県竹吉道場
極真会館関西総本部　極真会館小井道場　極真会館坂本派福井県本部　極真会館髙橋道場
極真会館浜井派愛知石川道場　極真会館浜井派石川県支部　極真拳武會さいたま浦和支部
空會館　空身館　空心塾　拳王道　拳真流チームアキラ　拳聖塾　仰拳塾　光山会
光武会館　桜塾　士衛塾石川　士衛塾総本部　七州会　自然拳法　嶋田塾
ジャパンカラテキッズクラブ　尚道館　松武館　新極真会栃木支部　真誠塾
心想流和田道場　真門塾　眞琉會　遂心塾　JKK聖拳武館　聖心會　誠真会館秋津道場
正道会館正天會　聖武会館　清武会三重道場　誠流塾　世界総極真福井県今城道場
世界闘英館　千山道場　閃捷塾　闘己會吉塚道場　中山道場　ノーティーカラテアカデミー
波導館　飛心会　白蓮会館奈良学園前支部　武煌会館　武心会　武徳心　峰武塾
北晋寺西道場　政浦道場　正樹道場　無限塾　盟武会木下道場　森道場　勇輝会館
祐心会　祐心会尾張旭支部　羅漢塾　理心館　立志会　烈士塾

※大会へのご協力ありがとうございます。　武奨館　𠮷村道場

（50音順）

たなか そうま きむら こうた
562 田中 颯真 （武奨館砺波） 565 木村 航太 （自然拳法）

C99かなさき りゅうせい
C103 C104

あらい ゆうせい
563 金﨑 琉星 （祐心会） 566 荒井 雄成 （極真浜井石川）

C98
決勝戦

ぼうた みつひろ C109 むらもと そら
564 棒田 光洋 （武奨館鳴和） 567 村本 大空 （正樹道場）

優勝 準優勝

中級　小学６年男子の部 ６名/Ｃコート第②部

せんざき かんな
569 仙崎 甘菜 （武奨館鳴和）いむら れいな

C100568 井村 玲奈 （極真浜井石川）
決勝戦 みやざき ひなた

570 宮崎 陽向 （自然拳法）C106

優勝

中級　小学２年女子の部 ３名/Ｃコート第②部

優勝 準優勝

こうじょう ことは はりさわ ちあや
571 香城 采花 （極真浜井石川） 573 梁澤 智彩 （正道会館正天會）

C101 C102ほり あんな 決勝戦 まの あんり
572 保利 杏菜 （極真髙橋道場） 574 間野 杏里 （極真浜井石川）C107

中級 小学３年女子の部 ４名/Ｃコート第②部

ほそかわ おとは なおしま ゆあ
575 細川 音葉 （正道会館正天會） 576 直嶋 侑杏 （極真石川竹吉）

決勝戦
C108

優勝

中級　小学５年女子の部 ２名/Ｃコート第②部


