
第1回日本海ＣＵＰ空手道選手権大会　平成29年9月3日（日）　松任総合運動公園　柔・剣道場「啓武館」
W・K・Oジャパンアスリートカップ北陸ブロック選抜指定大会　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 名前 道場名 名前 道場名

利根川　羽迅 武奨館高岡 川瀬　雄士朗 吉塚道場種池

浜田　伊槻 武奨館七尾 本江　稜雅 武奨館砺波

初級　小学1年男子 奥村　勇仁 士衛塾石川 林　大翔 士衛塾石川 小林　真虎 眞琉會 竹中　公之丞 眞琉會

初・中級　小学1年女子 中村　結愛 川田道場

初級　小学2年男子 西岡　音勇 正樹道場 橘　明輝 武奨館高岡 永松　琥汰朗 武奨館七尾 長浦　颯輝 武奨館七尾

初級　小学2年女子 馬田　いちか 極真会館髙橋 寺井　美華 武奨館富来

初級　小学3年男子 笠井　翔愛 川田道場 吉村　來輝 澤崎道場

初級　小学3年女子 成田　ひまり 極真石川竹吉

初級　小学4年男子 三山　一心 政浦道場 川中　慶次 武奨館金沢中央

初級　小学4年女子 竹村　七海 澤崎道場

初級　小学5年女子 森　遥香 政浦道場

中級　小学1年男子 喜多　夏己 澤崎道場 藤島　蓮 武奨館内灘

中級　小学2年男子 進村　宗次郎 士衛塾石川 林　大晴 士衛塾石川 宮村　晟天 眞琉會 瀬戸　凌央 士衛塾石川

中級　小学2年女子 萬谷　愛里穂 武奨館富来 堀田　美佑 武奨館鳴和

宮田　琉哉 武奨館高岡 竹原　隆斗 極真坂本福井

増田　颯志 眞琉會 吉森　亮世 澤崎道場

中級　小学3年女子 松本　愛里 極真石川竹吉 野﨑　彩那 極真坂本福井 日尾　心優 武奨館砺波 谷井　亜弥音 尚道館

中級　小学4年男子 島田　叶登 澤崎道場 塚田　永遠 澤崎道場 中村　翔成 川田道場 奥山　智 創拳塾

中級　小学4年女子 小島　いちる 武奨館金沢中央 木村　菜那 武奨館高岡

杉山　麟太郎 極真手塚師田 中村　馨 武奨館鳴和

福井　柊仁 武奨館砺波 坪川　裕吾 極真手塚師田

中級　小学5年女子 喜多　晃子 武奨館小松 千野　宥未愛 澤崎道場

嶋﨑　光祐 極真坂本福井 山田　光輝 極真坂本福井

下中　裕太郎 武奨館金沢中央 田中　佑昌 極真坂本福井

中級　小学6年女子 鷲北　萌々子 武奨館高岡

上級　幼年（男女混合） 脇内　湊聖 政浦道場

上級　1年男子 廣木　陽 自然拳法 壁　悠之助 武奨館鳴和 佐々木　洸太朗 千山道場 橋本　玲生 極真坂本福井

上級　1年女子 小坂　鈴乃 正樹道場 堺　花帆 ★　 正樹道場

上級　2年男子 北島　奏汰 自然拳法 嶋田　楓眞 嶋田塾 大坪　朔空 武奨館砺波 中村　弦楽 極真石川竹吉

上級　3年男子　27kg未満 濵﨑　蓮 極真坂本福井 大野　朔多郎 武奨館砺波

上級　3年男子　27kg以上 髙木　悠生 眞琉會 浦山　竜精 武奨館志賀 嶋田　海音 澤崎道場 菊田　真翔 武奨館砺波

上級　3年女子 堀田　みず希 千山道場 萬年　唯 武奨館志賀

上級　4年男子　30kg未満 利根川　世道 武奨館律慎塾 毛利　隼 武奨館高岡

上級　4年男子　30kg以上 斉藤　煌弥 士衛塾総本部 齋藤　鳳人 士衛塾総本部

上級　4年女子　30kg未満 堺　夏蓮 正樹道場 小坂　蓮乃 正樹道場

上級　4年女子　30kg以上 指江　咲妃　 正樹道場

上級　5年男子　35kg未満 渡辺　龍輝　★ 士衛塾石川 中村　陸 正樹道場 安西　亮 士衛塾総本部 西山　柚月 士衛塾総本部

上級　5年女子　35kg未満 後藤　ななみ 武奨館高岡 硲　徠実 政浦道場

上級　5年女子　35kg以上 岩城　子一 尚道館 吉澤　詩桜 千山道場

遠藤　大羅 極真石川竹吉 池田　亘輝 武奨館小松

林　主英 士衛塾総本部 宮崎　壮登 士衛塾総本部

上級　6年男子　40kg以上 立浪　利彬　★ 武奨館高岡 福井　悠太 武奨館志賀

上級　6年女子　40kg未満 中村　釉捺 士衛塾総本部

上級　6年女子　40kg以上 板倉　未羽 士衛塾総本部

上級　中学1年男子　50kg未満 松本　天志 士衛塾石川 今村　竜貴 士衛塾石川 諏佐　人和 士衛塾総本部 高嶋　日向 武奨館内灘

上級　中学1年男子　50kg以上 坂井　秀伍 武奨館鳴和

上級　中学1年女子　45kg未満 松本　梨瑚 武奨館富来 小笠原　ゆい 聖心會

上級　中学1年女子　45kg以上 渡辺　小春　★ 武奨館鳴和 前田　光姫 極真会館森上

上級　中学2・3年男子　55kg未満 早川　和輝　★　 武奨館高岡 奥村　爽史　★ 武奨館鳴和 安斉　俊人 武奨館鳴和 伊藤　総士 武奨館七尾

上級　中学2・3年男子　55kg以上 千原　啓暉 武奨館鳴和

上級　中学2・3年女子　50kg未満 寺崎　裕遊 士衛塾石川

上級　中学2・3年女子　50kg以上 小林　麗於菜 士衛塾総本部

上級　高校生男子　65kg未満 田渕　神太 拳聖塾

上級　高校生男子　70kg未満 的場　勇風 蹴拳塾川端道場

上級　高校生男子　70kg以上 小林　斗樹於 士衛塾総本部

上級　高校生女子　55kg以上 林　怜央菜 士衛塾石川

一般　男子初級　65kg未満 津田　雄介 山口道場 大野　雄司 武奨館砺波 坂本　篤哉 士衛塾石川 山口　貴之 嶋田塾

一般　男子初級　75kg未満 前田　勇毅 極真手塚師田

一般　女子初級　52kg未満 南　有美 武奨館金沢中央

一般　女子初級　52kg以上 久保　裕美 極真手塚師田

シニア　40歳以上45歳未満 谷口　昭恵 極真手塚師田 藤田　正行 士衛塾石川

シニア　45歳以上 川端　博和 武奨館七尾 松澤　宏和 山口道場

一般　男子上級　軽量級 外谷　由河 武奨館七尾

一般　男子上級　中・重量級 板谷　響 空柔館 宮嶋　雅行 武奨館金沢中央

※ＪＡＣ選抜クラス ・・・今大会の出場権利獲得選手 ※上級　中学1年女子45kg以上クラスはワンマッチで権利獲得者の渡辺選手が優勝につき、
★ ・・・既に権利獲得している選手 　入賞者ではありませんが、前田選手が繰り下がり権利獲得となります

階級

中川　竜慶 極真坂本福井 大久保　海晴 極真坂本福井

澤崎道場

中級　小学5年男子 坂井　孝志朗 武奨館鳴和 水木　大翔 武奨館砺波 坪川　慶裕 極真手塚師田 若林　立樹 極真会館小井

中級　小学3年男子

上級　6年男子　40kg未満 川端　優作 武奨館七尾 諏佐　暖人 士衛塾総本部

中級　小学6年男子 谷口　楓磨 極真坂本福井 松村　一輝 眞琉會

濵田　心聖 士衛塾石川 濵谷　悠玄 極真会館髙橋

初・中級　幼年（男女混合） 竹内　将太郎 澤崎道場 野村　風満 眞琉會

優勝 準優勝 3位 3位 ベスト8

※権利獲得者

長谷川　光星 澤崎道場 髙井　啓夏 澤崎道場

黒川　真太朗 極真会館髙橋 松浦　聖

田島　誠章 士衛塾石川 土田　翔生 自然拳法


