
第5回日本海カップ空手道「型」選手権大会　令和2年12月13日（日）　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

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 関沼　詠司 （尚道館） 山岡　叶和 （武奨館金沢中央）

初級　小学1年生 石田　魁聖 （極真坂本福井） 福島　新太 （武奨館砺波） 東田　真由子 （武奨館鳴和） 平野　稜大 （極真会館髙橋）

初級　小学2年生 重光　翔伍 （尚道館） 村中　王哉 （極真会館髙橋） 桑原　和寿 （武奨館七尾） 一戸　竜也 （極真坂本福井）

星野　銀斗 （尚道館） 中村　可夢偉 （武奨館金沢中央）

山田　怜依 （武奨館金沢中央） 赤塚　洸哉 （尚道館）

中級　小学1・2年生 角谷　悠莉 （極真石川竹吉）

中級　小学3年生 石田　流聖 （極真坂本福井） 宮本　慈生 （極真坂本福井） 永田　秀光 （極真会館髙橋） 牧野　航青 （極真会館髙橋）

田近　優翔 （尚道館） 宮本　悠臣 （極真坂本福井）

近辻　志雄 （極真浜井石川） 寺田　翔琥 （極真浜井石川）

中級　小学5年生 藤井　理央 （尚道館） 福島　一歌 （武奨館砺波） 鷲北陽向子 （武奨館高岡） 竹内　凜杏 （武奨館内灘）

中級　小学6年生 宮田　琉哉 （武奨館高岡） 吉野　悠之 （武奨館金沢中央） 大塚　啓翔 （極真坂本福井） 赤塚　郁哉 （尚道館）

中級　中学生 長江　珈伊 （尚道館） 原田　優愛 （尚道館）

中級　一般 安井　琉揮 （極真坂本福井） 五藤　健一 （マリー空手クラブ）

上級  小学1年生 山崎　旦陽 （武奨館高岡） 野﨑　陽介 （極真坂本福井）

上級　小学2年生 山崎　詩月 （尚道館）

上級　小学3年生 本田　咲蘭 （極真浜井石川） 澤田　慶真 （極真坂本福井） 山﨑　大誠 （極真坂本福井） 野﨑　陽介 （極真坂本福井）

上級  小学4年生　男子 柿原　武尊 （極真浜井石川） 山野　世救人 （極真坂本福井） 田辺　一颯 （極真坂本福井） 高畑　佑丞 （尚道館）

上級  小学4年生　女子 後藤　かれん （武奨館高岡）

上級　小学5年生　男子 京谷　恵太朗 （武奨館砺波） 上滝　悠史 （尚道館） 大坂　元 （尚道館） 木戸口　海翔 （極真浜井石川）

上級  小学5年生　女子 林　くる未 （極真浜井石川） 水口　乃々香 （極真浜井石川） 三宅　愛瑠 （極真浜井石川） 泉田　心渚 （世界闘英館）

上級  小学6年生　男子 嶋﨑　瑛亮 （極真坂本福井） 出口　智大 （極真浜井石川） 浜谷　悠玄 （極真会館髙橋） 山崎　龍之介 （尚道館）

上級  小学6年生　女子 有澤　琉衣 （武奨館高岡） 齊藤　万結衣 （尚道館） 中田　春妃 （武奨館砺波） 野﨑　彩那 （極真坂本福井）

上級  中学男子 大久保　海晴 （極真坂本福井） 喜佐　映斗 （武奨館志賀） 五藤　大誠 （マリー空手クラブ） 三宅　蕾庵 （極真浜井石川）

上級  中学女子 木原　未夢 （武奨館砺波） 笹倉　優緋 （尚道館） 中田　杷奈 （武奨館砺波） 後藤　ななみ （武奨館高岡）

上級　マスターズ・シニア男女 日尾　雅美 （武奨館砺波） 林　秀雄 （極真坂本福井）

上級   一般女子 井上　理緒 （尚道館）

上級　一般男子 後藤　楽人 （武奨館高岡） 坂口　巧 （マリー空手クラブ）

階級
優勝 準優勝 3位 3位

初級　中・高学年 中垣内　愛夢 （極真会館髙橋） 塩田　海吏 （極真会館髙橋） 秋田　透槙 （武奨館根上） （武奨館砺波）大澤　嘉斐

関沼　慶悟 （尚道館） 柿島　一樹

ベスト8

中級　小学4年生 （極真浜井石川） 角谷　悠真 （極真石川竹吉） 辻元　涼太 （武奨館金沢中央）
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小学生①

一般

初中級　小学生低学年①

初中級　小学生低学年②

上級　中学生

上級　一般

幼年初級　努力賞 浅川　知輝 （武奨館金沢中央） 安江　麻都里 （武奨館鳴和）

団体戦
準優勝

チーム名

道場名
DUO

マリー先生は29歳説（幻） （マリー空手クラブ）

優勝

チーム名 道場名 道場名

（マリー空手クラブ）

（武奨館）

チームきのきの

1年生ヤンチャーズ （武奨館）

ハナナミユ

マリー特選上タワシ（固め）

（極真会館髙橋）

優勝 準優勝

名前 道場名 名前

DUO
優勝 準優勝

名前 道場名 名前 道場名

中学生
3位 4位

チームONE （武奨館） ちゃちゃちゃNO茶！ （武奨館）

あつまれM&Hの森 （武奨館） サンダーラッシュ

アラタとカイ （武奨館）

（尚道館）

DUO
優勝 準優勝

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

優勝
DUO

優那と慶真 （極真坂本福井） サンスピリット （世界闘英館）

小学生②

以心伝心 （武奨館） ゴールド武奨 （武奨館）

準優勝

名前 道場名 名前 道場名

3位 4位

名前 道場名


