
第3回全北陸ジュニア空手道選手権大会　平成31年3月24日（日）　松任総合運動公園松任総合運動公園　柔・剣道場「啓武館」  主催：新日本武道空手道連盟　武奨館吉村道場

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
初級　幼年男子（年少年
中）

中谷　彗星 眞琉會 山下　環 眞琉會 野瀬　喜平 正樹道場 金曽　将人 極真浜井石川

初級　幼年男子（年長） 嶋田　輝大 極真会館髙橋 林　龍ノ介 拳聖館 進村　渓史郎 士衛塾石川 北岡　龍季 武奨館富来

初級　幼年女子 矢川　美空 士衛塾石川 井村　玲奈 極真浜井石川

井村　夕璃 極真浜井石川 八木　海 極真浜井石川
尾嶋　将一 武奨館内灘 大坪　海斐 武奨館砺波
近辻　志雄 極真浜井石川 中島　琥珀 武奨館鳴和
関沼　慶悟 尚道館 阿手　祥虎 正樹道場
藤田　司 武奨館鳴和 山﨑　星那 武奨館金沢中央

白崎　颯亮 士然塾 青野　航 武奨館金沢中央

初級　小学4年男子 米森　祥太郎 正樹道場 前田　悠仁 武奨館砺波

初級　小学5年男子 岩倉　有利 尚道館 上田　煌斗 極真手塚福井師田

初級　小学6年男子 亀田　温寛 士然塾

中級　小学1年男子 岡崎　陽 川田道場

中級　小学2年男子 小林　真虎 眞琉會 阿原　大晟 武奨館高岡 仙崎　廉大 武奨館鳴和 塚本　悠隼 拳聖館

中級　小学2・3年女子 萬谷　愛里穂 武奨館富来 寺井　美華 武奨館富来

中級　小学3年男子 田村　大地 極真浜井石川 大坂　元 尚道館 西岡　音勇 正樹道場 山本　篤輝 川田道場

中級　小学4年男子 松浦　聖 澤崎道場 木村　叶弥 澤崎道場

中級　小学4年女子 明城　結朱 極真坂本派福井 村中　彩 豪拳会

中級　小学5年男子 島田　叶登 澤崎道場 新實　走太 立志会 藤田　璃音 極真手塚福井師田 笠原　悠以 極真浜井石川

中級　小学6年男子 内藤　京介 士然塾 坪川　慶裕 極真手塚福井師田 水木　大翔 武奨館砺波 橘　理功 武奨館高岡

中級　小学5・6年女子 飲　理咲子 武奨館富来 羽根　蕾花 正樹道場

中級　中学男子　軽量
（55kg未満）

千原　匡貴 武奨館鳴和

上級　幼年男子 新實　礼磨 立志会 本杉　一騎 立志会

上級　幼年女子 三谷　芽衣 武奨館富来

上級　小学１年男子 酒井　陽向 立志会 池田　心羽 極真浜井石川 八木　大洋 極真浜井石川 川上　勇真 極真浜井石川

上級　小学1年女子 金曽　梨子 極真浜井石川 鈴木　颯華 世界闘英館

上級　小学2年男子 野々垣　駿真 祐心会 橋本　玲生 極真坂本派福井 東　一心 極真浜井石川 中林　悠之助 武奨館砺波

上級　小学2年女子 小坂　鈴乃 正樹道場 堺　花帆 正樹道場

上級　小学3年男子　軽量
（29kg未満）

田中　智士 桜塾 中村　弦楽 極真石川竹吉 大坪　朔空 武奨館砺波 山田　虎太朗 極真浜井石川

上級　小学3年男子　重量
（29kg以上）

村上　剣心 世界全極真米山 奥村　珀斗 武奨館鳴和 鎌倉　颯亮 極真浜井石川 東　佑來 武奨館鳴和

拳聖館

高畑　佑丞 尚道館

初級　小学3年 木戸口　海翔 極真浜井石川 永松　琥汰朗 武奨館七尾 進村　宗次郎 士衛塾石川 嘉門　にこ

武奨館金沢中央 山﨑　章羽 武奨館金沢中央

初級　小学2年 喜多　夏己 澤崎道場 田中　大翔 極真浜井石川 横川　愛吉 極真石川竹吉

初級　小学1年 長谷川　光星 澤崎道場 塚本　隼希介 拳聖館 柳谷　龍汰

階級
優勝 準優勝 3位 3位 ベスト8
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優勝 準優勝 3位 3位 ベスト8

上級　小学3年女子 林　くる未 極真浜井石川 藤野　姫安 極真石川竹吉 有賀　咲乃 神谷塾 渡邉　藍 桜塾

上級　小学4年男子　軽量
（32kg未満）

田口　心道 世界闘英館 濵﨑　蓮 極真坂本派福井 黒川　真太朗 極真会館髙橋 大野　朔多郎 武奨館砺波

上級　小学4年男子　重量
（32kg以上）

浦山　竜精 武奨館志賀 髙木　悠生 眞琉會 畑　日丸 眞琉會 本杉　一颯 立志会

上級　小学4年女子　軽量
（32kg未満）

水上　愛粋 極真浜井石川 堀田　優月 世界全極真米山

上級　小学5年男子　軽量
（37kg未満）

利根川　世道 武奨館高岡 加藤　宥希 祐心会 渡邉　大徳 聖武会館 酒井　暖 立志会

上級　小学5年男子　重量
（37kg以上）

川口　一護 澤崎道場 有賀　巧真 神谷塾

上級　小学5年女子　軽量
（37kg未満）

岡田　愛麗 天風会館 堺　夏蓮 正樹道場 八木　渚 極真浜井石川 山﨑　葵 武奨館富来

上級　小学5年女子　重量
（37kg以上）

竹永　美渚 桜塾 立浪　佳歩 武奨館高岡

上級　小学6年男子　軽量
（43kg未満）

山川　慧大 真誠塾 渡辺　龍輝 士衛塾石川 鈴木　大智 世界闘英館 中村　陸 極真石川竹吉

上級　小学6年男子　重量
（43kg以上）

坂井　孝志朗 武奨館鳴和 坪川　裕吾 極真手塚福井師田

上級　小学6年女子　軽量
（43kg未満）

能澤　誠美 武奨館小松 魚江　蘭 天風会館

上級　小学6年女子　重量
（43kg以上）

中町　來未 空柔館

上級　中学1年男子　軽量
（45kg未満）

土田　翔生 武奨館内灘

上級　中学1年男子　中量
（45kg以上55kg未満）

小此内　捺芽 極真浜井石川 立浪　利彬 武奨館高岡

上級　中学2・3年男子　軽
量（50kg未満）

石川　笑心太 真誠塾 藤野　零大 士衛塾石川

上級　中学2・3年男子　中
量（50kg以上60kg未満）

奥村　爽史 武奨館鳴和 和田　琉騎 極真東京紅衛会

上級　中学2・3年男子　重
量（60kg以上）

福井　啓太 武奨館志賀

上級　中学1年女子　重量
（45kg以上）

真田　美桜 極真浜井石川

上級　中学2・3年女子　軽
量（45kg未満）

利根川　十仁 武奨館高岡

上級　中学2・3年女子　中
量（45kg以上52kg未満）

寺崎　裕遊 士衛塾石川

上級　中学2・3年女子　重
量（52kg以上）

酒井　絵理香 吉塚道場

上級　高校男子　軽量
（60kg未満）

林　旺佑 武奨館鳴和

上級　高校男子　中量
（60kg以上70kg未満）

杉谷　竜生 極真会館小井

上級　高校女子　中量
（48kg以上55kg未満）

西岡　愛美 昇気館


