
第2回かがやき杯空手道選手権大会　令和元年9月15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 名前 道場名 名前 道場名
初心　幼年（年少・年中） 桝田　智也 極真浜井石川 後山　礼晟 士衛塾石川
初心　幼年（年長） 山崎　旦陽 武奨館高岡 中嶋　優斗 極真浜井石川 道上　結月 士衛塾石川 坪内　慶真 極真浜井石川
初心　小学1年 前田　有璃紗 武奨館砺波 増井　雄大 武奨館高岡
初心　小学2年 佐伯　好誠 尚道館 秋田　透槙 武奨館根上
初心　小学3年 大石　天太 天風会館 角谷　悠真 極真石川竹吉
初心　小学4年 脇本　誠空 政浦道場 中野　琉星 武奨館金沢中央
初級　幼年（年長） 喜多　城大郎 士衛塾石川 荻井　俊弥 士衛塾総本部
初級　小学1年 石川　隆輝 七州会 坂井　風天 極真浜井石川
初級　小学2年 前出　大翔 極真浜井石川 八木　海 極真浜井石川
初級　小学3年 松澤　秀星 武奨館鳴和 中島　琥珀 武奨館鳴和 折戸　奏佑 武奨館金沢中央 柿原　武尊 極真浜井石川
初級　小学4年男子 大島　利輝 極真浜井石川 上滝　悠史 尚道館
初級　小学3・4年女子 福島　一歌 武奨館砺波
初級　小学5年 後山　悠空 士衛塾石川 吉村　空真 仰拳塾

初級　小学6年男子 上田　煌斗 極真手塚福井師田

中級　幼年（男女混合） 藤原　熙乃 空會館

中級　小学1年男子 林　宥仁 桜塾 林　俐仁 桜塾

中級　小学1年女子 丸山　陽菜 拳聖塾

中級　小学2年男子 嶋　亜椰也 桜塾 藤原　快吏 空會館 柳谷　龍汰 武奨館金沢中央 外川　立堂 七州会

中級　小学2年女子 岩橋　玲奈 成拳塾 早川　莉衣佳 七州会

中級　小学3年男子 西田　洋輝 正樹道場 山田　幸乃丞 佐藤道場 仙崎　廉大 武奨館鳴和 阿原　大晟 武奨館高岡

高柳　優心 尚道館 荒井　雄成 武奨館金沢中央

杉本　一太 武奨館金沢中央 山本　恭輔 山口道場

中級　小学4年女子 林　心楽 桜塾 北村　悠愛 正樹道場

中級　小学5年男子 西澤　眞 士衛塾総本部 北村　祥己 正樹道場 浦澤　慶伍 尚道館 米森　祥太郎 正樹道場

中級　小学5年女子 福井　結七 武奨館砺波 日尾　心優 武奨館砺波

中級　小学6年男子 中村　翔成 川田道場 岩倉　有利 尚道館 鷲竹　総士 空柔館 白川　煌駕 成拳塾

中級　小学6年女子 林　心音 桜塾 小島　いちる 武奨館金沢中央 飲　理咲子 武奨館富来 神谷　かんな 桜塾

中級　中学男子 西村　裕星 成拳塾 千原　匡貴 武奨館鳴和 森　思温 桜塾

上級　幼年男子 坊下　凛太朗 極真浜井石川 奥村　真大 武奨館鳴和

上級　小学１年男子 多野　龍心 極真石川竹吉 住田　浬 正樹道場

上級　小学2年男子 池田　心羽 極真浜井石川 坊下　琥太朗 極真浜井石川 八木　大洋 極真浜井石川 野﨑　颯斗 正樹道場

上級　小学3年男子　軽量 竹内　虎和 自然拳法 渡部　絢斗 遂心塾

上級　小学3年男子　重量 奥村　勇仁 士衛塾石川 石塚　雄陽 自然拳法

上級　小学3年女子 守田　妃吹 極真浜井石川 堺　花帆 正樹道場

上級　小学4年男子　軽量 瀬尾　旺文 桜塾 中村　弦楽 極真石川竹吉 龍瀧　瑠偉 極真浜井石川 大坪　朔空 武奨館砺波

上級　小学4年男子　重量 田村　莉久翔 男塾 加藤　陽生 空會館 池田　瑛都 極真浜井石川 西ケ迫　春人 男塾

上級　小学4年女子 加藤　愛琉 森道場

高岡　真央 極真会館髙橋 守田　琥伯 極真浜井石川

奥山　瑠斗 仰拳塾 木村　叶弥 澤崎道場

上級　小学5年男子　重量 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

上級　小学5年女子　軽量 西山　空那 空會館 水上　愛粋 極真浜井石川

上級　小学6年男子　軽量 利根川　世道 武奨館高岡 川口　一護 澤崎道場 三宅　蕾庵 極真浜井石川 袴田　乙樹 波導館

上級　小学6年男子　重量 山本　雄大 佐藤道場 田村　凜太朗 男塾

上級　小学6年女子 堺　夏蓮 正樹道場 加藤　陽彩 空會館

上級　中学1年男子　軽量 渡辺　龍輝 士衛塾石川

上級　中学1年男子　中量 岩田　瑠斗 祐心会 荒　義隆 士衛塾総本部

上級　中学1年男子　重量 坂井　孝志朗 武奨館鳴和

大野　朔多郎 武奨館砺波 野村　魁希 桜塾

中級　小学4年男子 西野　信次郎 桜塾

上級　小学5年男子　軽量 畑　日丸 眞琉會 黒川　真太朗 極真会館髙橋

進村　宗次郎 士衛塾石川

ベスト8
階級

優勝 準優勝 3位 3位

鷲竹　恭晴 空柔館 白川　楓真 成拳塾
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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
ベスト8

階級
優勝 準優勝 3位 3位

上級　中学2・3年男子　軽量 土田　翔生 武奨館内灘 高橋　海翔 士衛塾総本部

上級　中学2・3年男子　中量 小此内　捺芽 極真浜井石川 安居　怜生 飛心会 村尾　彪龍 神谷塾 宮﨑　遼人 武奨館金沢中央

上級　中学1年女子　軽量 井上　陽乙菜 成拳塾

上級　中学1年女子　重量 小林　麗美華 士衛塾総本部

上級　中学2・3年女子　軽量 筒井　ふたば 武奨館鳴和 山瀬　茉緒 極真浜井石川

上級　中学2・3年女子　中量 利根川　十仁 武奨館高岡

上級　中学2・3年女子　重量 渡辺　小春 武奨館鳴和

上級　高校男子　軽量 早川　和輝 武奨館高岡 安齊　俊人 武奨館鳴和

上級　高校男子　中量 奥村　爽史 武奨館鳴和

上級　高校男子　重量 福井　啓太 武奨館志賀

一般男子初級　軽量 相馬　啓臣 空柔館

一般男子初級　重量 池田　怜央奈 極真浜井石川

一般男子上級　軽量 田渕　神太 拳聖塾

一般男子上級　中量 五十嵐　充 士衛塾総本部

一般女子上級　軽量 田渕　涼香 拳聖塾

一般女子上級　重量 渡辺　小春 武奨館鳴和

シニア男子　38歳以上45歳未満 川口　史郎 蹴拳塾川端道場

シニア男子　45歳以上 山　茂治 眞琉會


