
優勝 準優勝 ３位 3位

小林　蔵麿 飯山　駿人

(武奨館吉村道場)  (極真小井道場)

津田　浩輝 日岡　桜子 村田　志生 寄田　咲良
 (桜　塾) （至道会館） (極真浜井派平和町) (武奨館吉村道場)

和田　翔真 石川　丈晟 清水　瑛心 岡﨑　夏瑠
(極真浜井派朝霧台) （世界寛水流） （盟武会木下道場） （極真浜井派白山）

歳嶋　春陽 坪田　康佑 高　結人 加藤　祐規斗
（昇心塾） （極真坂本派福井） （武心会） （桜　塾）

石川　大凱 金久　櫂士
（世界寛水流） (武奨館吉村道場)

鈴木　海斗 阿隅　友基
 (桜　塾)  (桜　塾)

石野　瑠唯 新田　和之進
(極真浜井派平和町) (極真浜井派羽咋)

大澤　桜 松田　來乃葉
（極真坂本派福井） (極真浜井派羽咋)

金曽　正宗
(極真浜井派羽咋)

木田村　蓮飛 中村　晴
（勲心會） (極真浜井派平和町)

宮口　央獅 金田　陸人 小杉　駿太郎 谷内坂　塁
(極真浜井派朝霧台) （眞琉會） （極真浜井派朝霧台） (極真浜井派平和町)

石田　魁聖 浜屋　陸 福島　新太 川井　輝
（極真坂本派福井） （極真浜井派伏見台） (武奨館吉村道場) （勲心會）

國納　煌生 髙島　碧 堀川　省一 北川　蓮
(武奨館吉村道場) (武奨館吉村道場) （正樹道場） （空身館）

藤井　真愛 大澤　麟太郎 升井　結規 秋田　透槙
(極真浜井派朝霧台) （極真坂本派福井） （武心会） (武奨館吉村道場)

間野　海聖 田近　優翔 吉村　莉翔 生口　空
(極真浜井派朝霧台) （尚道館） (武奨館吉村道場) （創拳塾）

川野　笑恋
（勲心會）

守田　瑠璃子 江原　那奈
(極真浜井派平和町) (至道会館）

津田　悠華 金曽　綾乃
 (桜　塾) （極真浜井派羽咋）

間野　杏里 岩本　杏
(極真浜井派朝霧台) (極真浜井派平和町)

谷内坂　凛 津田　彩夏
(極真浜井派平和町)  (桜　塾)

牛崎　大夢
 (桜　塾)

藤井　瑛汰
（尚道館）

宮下　優芽
（盟武会木下道場）

初級・小学１年女子

初級・幼年男女混合

『第22回百万石杯空手道選手権大会』結果（初心・初級クラス）

クラス

初心・幼年年長

初心・小学１年男子

初心・小学２年男子

初心・幼年年中

初心・小学４年男子

初級・中学男子50kg未満

初級・中学男子50kg以上

初級・中学女子45ｋｇ未満

初心・小学３年男女

初級・小学5.6年女子

初級・小学３年女子

初級・小学４年女子

初級・小学２年女子

初心・小学5,6年男子

初心・小学１,2年女子

初級・小学１年男子

初級・小学２年男子

初級・小学３年男子

初級・小学４年男子

初級・小学５年男子

初級・小学６年男子



優勝 準優勝 ３位 3位
林　慶次朗 西川　銀士朗
（眞琉會） （武奨館吉村道場）

桝田　智也 高田　優玄 濱村　栄輝 稲垣　空俄
（極真浜井派羽咋） （栄神会） （自然拳法） （JKK聖拳武館）

小野寺　逞 竹下　愛恭 兜森　翔海 後山　礼晟
（桜　塾） （桜　塾） （空會館） （勲心會）

稲垣　銀河 井上　豪 植野　圭翔 野瀬　喜平
（JKK聖拳武館） （白蓮会館湘南鎌倉） （勇輝会館） （正樹道場）

三ツ山　晴智 奥村　真大 山田　虎鉄 密位　翔馬
（極真坂本派福井） （武奨館吉村道場） （極真浜井派羽咋） （閃捷塾）

鈴木　珀 梶村　隼飛 前川　蒼士郎 村中　王哉
（郷英館） （桜　塾） （武心会） （盟武会木下道場）

戸次　健人 藤澤　龍玖 道下　敬弘 坂井　風天
（世界闘英館） （祐心会） （桜　塾） （極真浜井派朝霧台）

川上　勇真 石田　流聖 三木　翔聖 益田　空
（極真浜井派朝霧台） （極真坂本派福井） （至道会館） （至道会館）

濱　佑輝 谷口　楓祈 野村　成 樋口　太陽
（桜　塾） （聖心會） （栄神会） （仰拳塾）

石塚　雄陽 髙野　颯 竹内　虎和 山本　瑛斗
（自然拳法） （武奨館吉村道場） （自然拳法） （輪道会）
奥村　勇仁 橋本　玲生 須貝　瑳月 西田　洋輝
（勲心會） （極真坂本派福井） （七州会） （正樹道場）

上野　文愛
（昇心塾）

中村　英麗奈
（武奨館吉村道場）

石塚　花湖 木村　亜璃衣
（自然拳法） （佐藤道場）
山田　琉衣 中島　妃音

（武奨館吉村道場） （空會館）
矢川　美空 木戸口　愛理
（勲心會） （極真浜井派平和町）

水岡　緒花 鹿肝　碧依
（極真浜井派朝霧台） （極真浜井派平和町）

中島　初椛 山田　芽衣 本田　咲蘭 井上　友梨香
（空會館） （七州会） （極真浜井派朝霧台） （白蓮会館湘南鎌倉）

金曽　梨子 田島　里紗
（極真浜井派羽咋） （桜　塾）

綛谷　真彩 山本　乃愛 守田　妃吹 松本　姫芽
（聖心會） （七州会） （極真浜井派平和町） （桜　塾）

小坂　鈴乃
（正樹道場）
菅原　一惺 濱　航輝 袴田　颯馬 田中　琢夢
（七州会） （桜　塾） （桜　塾） （空會館）

谷口　遼磨 池田　瑛都 田口　晃 吉岡　将斗
（聖心會） （極真浜井派羽咋） （波導館） （桜　塾）

密井　龍一郎 田中　陽彩 松田　悠也 日比野　蓮
（閃捷塾） （学心会） （中山道場） （極真浜井愛知石川）

守田　琥伯 石黒　翔士 太田　凪音 奥山　瑠斗
（極真浜井派平和町） （七州会） （学心会） （仰拳塾）

各務　壮祐 小久江　侍勇 田中　梗吾 大野　朔多郎
（極真浜井愛知石川） （峰武塾） （閃捷塾） （武奨館吉村道場）

有賀　巧真 菊田　真翔 吹屋　直優 吉田　一葵
（神谷塾） （武奨館吉村道場） （川田道場） （理心館）

三宅　愛瑠 吉田　姫杏心 藤野　姫安 川口 せつな
（極真浜井派羽咋） （理心館） （極真会館竹吉道場） （武奨館吉村道場）

西川　瑠奏 岡庭　咲
（閃捷塾） （ﾋﾞｸﾄﾘｰｶﾗﾃｽｸｰﾙ）

ｺﾙﾆｴﾝｺ夢乃奈 髙尾　綺星 津田　成海 吉田　暖海
（祐心会尾張旭） （桜　塾） （桜　塾） （武奨館吉村道場）

野口　紗愛来 後山　悠空
（JKK聖拳武館） （勲心會）

黒田　唯月
（誠流塾）

土田　翔生 濱　太輝 梶村　充城 鴫野　駿
（武奨館吉村道場） （桜　塾） （桜　塾） （誠流塾）

小此内　捺芽 田淵　海
（極真浜井派朝霧台） （七州会）

坂田　大空
（眞琉會）

奥村　沙來
（祐心会尾張旭）

小川　　栞
（無心拳）

久野　妃美香
（閃捷塾）

小学３年男子27㎏未満

『第22回百万石杯空手道選手権大会』結果　（JKJO選抜クラス）

クラス

幼年男子

小学１年男子

小学２年男子

小学４年女子30ｋｇ未満

小学３年男子27㎏以上

小学４年男子30ｋｇ未満

小学４年男子30ｋｇ以上

小学５年男子35ｋｇ未満

小学５年男子35ｋｇ以上

小学６年男子40ｋｇ未満

小学６年男子40ｋｇ以上

幼年女子

小学１年女子

小学２年女子

小学３年女子

中学1年女子43ｋｇ未満

小学４年女子30ｋｇ以上

小学５年女子35ｋｇ未満

小学５年女子35ｋｇ以上

小学６年女子40ｋｇ未満

小学６年女子40ｋｇ以上

中学1年男子42ｋｇ未満

中学1年男子52ｋｇ未満

中学1年男子52ｋｇ以上

中学2～3年男子47ｋｇ未満

中学2～3年男子57ｋｇ未満

中学2～3年男子57ｋｇ以上

高校男子70ｋｇ以上

高校女子48ｋｇ未満

高校女子55kg未満

高校女子55ｋｇ以上

中学1年女子43ｋｇ以上

中学2～3年女子43ｋｇ未満

中学2～3年女子50ｋｇ未満

中学2～3年女子50ｋｇ以上

高校男子60㎏未満

高校男子70㎏未満



優   勝

準優勝

第3位

第4位

ベスト８

ベスト８

ベスト８

ベスト８

第36回北信越空手道選手権大会  入賞者

　田中　裕也                  　　 （　    講 士 館　　  ）

　福井　啓太                 　　  （   武奨館吉村道場  ）

　澤田　大嗣      　        　 （  極真会館浜井派伏見台 ）

　森口　聖也                  　　 （ 　   武 徳 心　　  ）

　飯川　潤一         　          （極真会館東京足立荒川）

　山道　義尚                     （  極真会館浜井派平和町 ）

　前田　翔太             　　　　 （極真会館髙橋道場）

　和田　琉騎                  　 （極真会館東京足立荒川）


