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※ベスト８は賞状のみ

5 山岡 叶和 やまおか とわ （武奨館金沢中央）

8 浅川 知輝 あさかわ ともき（武奨館金沢中央）

初A56 安江 麻都里 やすえ まつり （武奨館鳴和） 初A6

初A4
初A7
決勝戦 9 上坂 悠 うえさか ゆう （極真坂本福井）

7 中山 蒼凰 なかやま あお （尚道館）

1 須山 葉月 すやま はづき （尚道館） 3 後藤 獅虎 ごとう れおと （武奨館高岡）

初A1 初A2

2 谷口 愛唯 たにぐち めい （武奨館鳴和） 初A3
決勝戦

4 重光 健伍 しげみつ けんご（尚道館）

初級　幼年　予選型：太極１　決勝型：太極２ ４名/Ａコート

優勝 準優勝 努力賞 努力賞

初級　小学１年生　予選型：太極１　決勝型：太極２ ５名/Ａコート

優勝 準優勝

27 田計 日和 でんけい ひより（尚道館）

32 栗田 龍空 くりた りく （尚道館）
初C2

初C428 國納 煌生 こくのう こうき（武奨館金沢中央）

初C1 33 池田 蒼耶 いけだ そうや （武奨館鳴和）

29 内山 凱斗 うちやま かいと（極真坂本福井） 初C6 初C7
初C8
決勝戦 34 竹下 史龍 たけした しりゅう（武奨館鳴和）

初C530 髙島 碧 たかしま あお （武奨館砺波）

初C3 35 重光 翔伍 しげみつ しょうご（尚道館）

31 篠田 龍希 しのだ りゅうき（尚道館）

初級　小学３年生　予選型：太極１　決勝型：太極２ ９名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

10 角川 凛 かどかわ りん （尚道館）

19 近辻 恵琉 ちかつじ えいる（極真浜井石川）
初A9

初A1311 山貫 利來 やまぬき りく （武奨館高岡）

初A8 20 仙崎 甘菜 せんざき かんな（武奨館鳴和）

12 海老名 一希 えびな かずき （武奨館金沢中央） 初A17 初A19

21 前川 能生 まえかわ のい （武奨館鳴和）

初A1413 坂下 楓 さかした かえで（武奨館小松）

初A10 22 桶川 英士 おけがわ えいと（武奨館内灘）

14 西川 琥太朗 にしかわ こたろう（武奨館鳴和） 初A21 初A22
初A23
決勝戦 23 坂下 舞衣 さかした まい （武奨館鳴和）

初A1515 岩岸 葵 いわぎし あおい（武奨館内灘）

初A11 24 米林 旺二郎 よねばやし おうじろう（武奨館内灘）

16 東田 真由子 とうだ まゆこ （武奨館鳴和） 初A20

初A18 25 藤島 晟我 ふじしま せいが（武奨館小松）

初A1617 大森 奈優 おおもり なゆ （武奨館鳴和）

初A12 26 須山 楓大 すやま ふうた （尚道館）

18 菅原 悠太 すがわら ゆうた（尚道館）

初級　小学２年生　予選型：太極１　決勝型：太極２ 17名/Ａコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８
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59 柿島 一樹 かきしま いつき（極真浜井石川） 65 田近 優翔 たぢか ゆうと （尚道館）

中B12 中B14
60 星野 銀斗 ほしの ぎんと （尚道館） 66 近辻 志雄 ちかつじ しおん（極真浜井石川）

中B8 中B10

61 水野 陽智 みずの ひさと （士衛塾総本部） 67 田計 孔大 でんけい こうた（尚道館）

中B16 中B17
中B18
決勝戦62 吉野 崇之 よしの むねゆき（武奨館金沢中央） 68 吉田 愁大 よしだ しゅうだい（尚道館）

中B9 中B11

63 辻 颯太 つじ そうた （尚道館） 69 野上 智輝 のがみ ともき （極真浜井石川）
中B13 中B15

64 寺田 翔琥 てらだ はく （極真浜井石川） 70 辻元 涼太 つじもと りょうた（武奨館金沢中央）

※ベスト８は賞状のみ

49 関沼 詠司 せきぬま えいじ（尚道館） 50 土井 煌士 どい おおし （極真坂本福井）
中B25
決勝戦

中級　小学１・２年生　予選型：平安１　決勝型：平安２ ２名/Ｂコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

36 大澤 嘉斐 おおざわ かい （武奨館砺波） 39 大井 陽葉 おおい あきは （尚道館）

初C11 初C12
37 中居 優斗 なかい ゆうと （武奨館金沢中央） 初C13

決勝戦
40 前川 阿琉 まえかわ ある （武奨館鳴和）

初C9 初C10

38 五十嵐 蒼 いがらし あおい（尚道館） 41 大高 海美 おおたか うみ （極真浜井石川）

初級　小学４年生　予選型：太極１　決勝型：太極２ ６名/Ｃコート

優勝 準優勝

45 寺島 幸希 てらしま こうき（武奨館金沢中央）

初C1542 坂西 健真 さかにし けんしん（武奨館鳴和）

46 川原田 倖菜 かわらだ ゆきな（尚道館）
初C17

43 藤田 蒼生 ふじた そうせい（極真浜井石川） 初C18

初C14
初C19
決勝戦 47 竹下 桜芯 たけした おうしん（武奨館鳴和）

初C1644 川原田 梨乙菜 かわらだ りおな（尚道館）

48 二井土 蒼 にいど あおい （極真会館髙橋）

初級　小学５・６年生　　予選型：太極１　決勝型：太極２ ７名/Ｃコート

優勝 準優勝

51 赤塚 洸哉 あかつか こうや（尚道館） 55 桑原 和寿 くわばら かずとし（武奨館七尾）

中B1 中B3

52 松下 凉菜 まつした すずな（武奨館鳴和） 56 佐伯 好誠 さえき こうせい（尚道館）

中B5 中B6
中B7
決勝戦53 尾嶋 将一 おしま まさかず（武奨館内灘） 57 秋田 透槙 あきた とうま （武奨館根上）

中B2 中B4

54 竹島 大介 たけしま だいすけ（尚道館） 58 佐藤 敬仁 さとう たかひと（尚道館）

中級　小学３・４年生　予選型：平安１　決勝型：平安２ ８名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学５年生　予選型：平安１　決勝型：平安２ 12名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８
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74 手賀 夏海 てが なつみ （極真坂本福井）

中B2071 竹内 凜杏 たけうち りあん（武奨館内灘）

75 林 芭音 はやし はの （武奨館金沢中央）

72 荒井 雄成 あらい ゆうせい（武奨館金沢中央） 中B22 中B23

中B19
中B24
決勝戦 76 木下 和香奈 きのした わかな（極真坂本福井）

中B2173 土井 一璃 どい いつり （極真坂本福井）

77 堀口 向日葵 ほりぐち ひなた（武奨館金沢中央）

中級　小学６年生　予選型：平安１　決勝型：平安２ ７名/Ｂコート

優勝 準優勝

78 藤井 瑛汰 ふじい えいた （尚道館） 79 赤塚 郁哉 あかつか たかや（尚道館）
中B26
決勝戦

中級　中学生　予選型：平安１　決勝型：平安２ ２名/Ｂコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

80 谷井 沙弥香 たにい さやか （尚道館） 81 坂口 諒 さかぐち りょう（マリー空手クラブ）
中B27
決勝戦

中級　一般　予選型：平安１　決勝型：平安２ ２名/Ｂコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

82 山崎 旦陽 やまざき あさひ（武奨館高岡） 84 荻井 俊弥 おぎい としや （士衛塾総本部）

上C1 上C2

83 石田 魁聖 いしだ かいせい（極真坂本福井） 決勝戦1 85 野﨑 陽介 のざき ようすけ（極真坂本福井）

上C31
３位決定戦

上級　小学２年生　予選型：平安１　３位決定戦・決勝型：平安２ ４名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位

86 山崎 詩月 やまざき しづく（尚道館） 88 角谷 悠莉 かどたに ゆうり（極真石川竹吉）

上C3 上C4

87 間野 杏里 まの あんり （極真浜井石川） 決勝戦2 89 水岡 緒花 みずおか おはな（極真浜井石川）

上C32
３位決定戦

上級　小学３年生　予選型：平安２　３位決定戦・決勝型：平安４ ４名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位
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Ａブロック Ｂブロック
90 本田 咲蘭 ほんだ さきか （極真浜井石川）

95 山﨑 大誠 やまざき たいせい（極真坂本福井）
上C8

上C691 柳谷 龍汰 やなぎだに りょうた（武奨館鳴和）

上C5 96 川上 勇真 かわかみ ゆうま（極真浜井石川）

92 宮本 慈生 みやもと じお （極真坂本福井） 上C11 上C10
決勝戦3

97 浜田 伊槻 はまだ いつき （武奨館七尾）

上C793 澤田 慶真 さわだ よしと （極真坂本福井）

上C9 98 野﨑 優那 のざき ゆうな （極真坂本福井）

94 高山 陽登 たかやま はると（世界闘英館）

上級　小学４年生　予選型：平安２　敗者復活戦・決勝型：平安４ ９名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

Ａブロック Ｂブロック
99 柿原 武尊 かきはら たける（極真浜井石川）

104 田辺 一颯 たなべ いぶき （極真坂本福井）
上C14

上C16100 水野 陽路 みずの ひろ （尚道館）

上C12 105 青柳 佑汰 あおやぎ ゆうた（士衛塾総本部）

101 宮本 悠臣 みやもと ゆうじん（極真坂本福井） 上C18 上C19
決勝戦4

106 関沼 慶悟 せきぬま けいご（尚道館）

上C17102 関 大義 せき たいぎ （士衛塾総本部）

上C15 107 山野 世救人 やまの せくと （極真坂本福井）

103 高畑 佑丞 たかはた ゆうすけ（尚道館）

上級　小学５年生 男子　予選型：平安４　敗者復活戦・決勝型：撃砕大 ９名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

109 喜佐 那緒 きさ なお （武奨館志賀）

上C13108 後藤 かれん ごとう かれん （武奨館高岡）
決勝戦5

110 瀬藤 詩織 せとう しおり （極真会館松田）

上級　小学５年生 女子　予選型：平安４　決勝型：撃砕大 ３名/Ｃコート

優勝
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Ａブロック Ｂブロック
111 京谷 恵太朗 きょうたに けいたろう（武奨館砺波） 116 佐藤 奨悟 さとう しょうご（尚道館）

上C22 上C24
112 大島 利輝 おおしま としき（極真浜井石川） 117 安部 琉希 あべ りゅうき （極真浜井石川）

上C20 上C21

113 矢岸 頼知 やぎし よりと （士衛塾総本部） 上C26 上C27 118 田中 颯真 たなか そうま （武奨館砺波）
決勝戦6

114 橘 明輝 たちばな あき （武奨館高岡） 119 鈴木 開 すずき かい （武奨館鳴和）

上C23 上C25

115 大坂 元 おおさか げん （尚道館） 120 上滝 悠史 かみだき ゆうじ（尚道館）

121 泉田 心渚 いずみだ ここな（世界闘英館）

124 福島 一歌 ふくしま いちか（武奨館砺波）

上C29122 寺井 美華 てらい みはな （武奨館富来） 上C30

上C28
決勝戦7

125 藤井 理央 ふじい りお （尚道館）

123 西脇 成海 にしわき なるみ（士衛塾総本部）
上C33

３位決定戦

優勝 準優勝 ３位 ３位

上級　小学６年生 男子　予選型：平安４　敗者復活戦・決勝型：撃砕大 10名/Ｃコート

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

Ａブロック Ｂブロック
131 中村 聖絆 なかむら せな （士衛塾総本部）

126 山崎 龍之介 やまざき りゅうのすけ（尚道館）
上B6

132 久保 結希 くぼ ゆうき （マリー空手クラブ）
上B4

上B2127 宮田 琉哉 みやた りゅうや（武奨館高岡）

上B1 133 橋本 征哉 はしもと せいや（極真会館髙橋）

128 巻淵 元希 まきふち げんき（士衛塾総本部） 上B8 上B9
決勝戦8

134 佐藤 千裕 さとう ちひろ （士衛塾総本部）

上B3129 榊󠄀原 七翔 さかきばら ななと（マリー空手クラブ）

上B5 135 武部 翔太 たけべ しょうた（武奨館砺波）
上B7

130 喜佐 映斗 きさ えいと （武奨館志賀）

136 三宅 蕾庵 みやけ らいあん（極真浜井石川）

上級　中学男子　予選型：撃砕大　敗者復活戦・決勝型：最破 11名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

上級　小学６年生 女子　予選型：平安４　３位決定戦・決勝型：撃砕大 ５名/Ｃコート

優勝 準優勝 ３位
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Ａブロック Ｂブロック
144 後藤 ななみ ごとう ななみ （武奨館高岡）

上B13137 木原 未夢 きはら みゆ （武奨館砺波）

145 加藤 夢宙 かとう ゆら （マリー空手クラブ）
上B17

138 原田 優愛 はらだ ゆあ （尚道館） 上B19

上B10 146 明城 結朱 みょうじょう ゆあ（極真坂本福井）

上B14139 中田 春妃 なかだ はるひ （武奨館砺波）

147 日尾 心優 ひお みひろ （武奨館砺波）

140 長江 珈伊 ながえ かい （尚道館） 上B21 上B22

上B11
決勝戦9

148 齊藤 万結衣 さいとう まゆい（尚道館）

上B15141 飲 理咲子 のみ りさこ （武奨館富来）

上B18 149 喜多 晃子 きた ここ （武奨館小松）

142 榊󠄀原 咲羽 さかきばら きわ（マリー空手クラブ） 上B20

上B12 150 岡田 佳奈 おかだ かな （士衛塾総本部）

上B16143 有澤 琉衣 ありさわ るい （武奨館高岡）

151 中田 杷奈 なかだ はな （武奨館砺波）

上級　中学女子　予選型：撃砕大　敗者復活戦・決勝型：最破 15名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

152 日尾 雅美 ひお まさみ （武奨館砺波） 154  鈴木 和人 すずき かずと （マリー空手クラブ）

上B23 上B24

153 亀山 英治 かめやま えいじ（マリー空手クラブ） 決勝戦10 155 熊田 明雄 くまだ あきお （拳優会カラテクラブ）

上B32
３位決定戦

上級　シニア　予選型：突きの型　３位決定戦・決勝型：征遠鎮 ４名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位

156 林 秀雄 はやし ひでお （極真坂本福井） 158 宮本 清孝 みやもと きよたか（極真坂本福井）

上B25 上B26

157 東 剛史 あずま たけし （極真会館髙橋） 決勝戦11 159 川端 剛広 かわばた たかひろ（極真会館髙橋）

上B33
３位決定戦

上級　マスターズ　予選型：突きの型　３位決定戦・決勝型：征遠鎮 ４名/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位
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163 中村 仁 なかむら じん （極真坂本福井）

上B28160 後藤 楽人 ごとう がくと （武奨館高岡）

164 坂口 巧 さかぐち たくみ（マリー空手クラブ）

161 淺野 悠介 あさの ゆうすけ（マリー空手クラブ） 上B30 上B31

上B27
決勝戦12

165 野村 春斗 のむら しゅんと（極真会館髙橋）

上B29162 大久保 海晴 おおくぼ かいせい（極真坂本福井）

166 大野 篤貴 おおの あつき （武奨館内灘）
上B34

３位決定戦

167 島津 七海 しまづ ななみ （尚道館） 168 伴 奈純 ばん なずみ （マリー空手クラブ）
決勝戦13

1 集まれ２年生の小坂っ子 （武奨館）
団初B-2

2 ダイナマックス （武奨館）

1 平成ボーイズ （尚道館）
団上B-1

2 少年アベンジャーズ （尚道館）
団上B-5

3 リトルモンスターズ （尚道館）
団上B-2

4 武奨ネクスト （武奨館）

1 マリーありがとうパノラマカー(名鉄電車) （マリー空手クラブ）

団上B-6
2 越後ボーイズ （士衛塾総本部）

団上B-3

3 キレキレぶしょうくん （武奨館）

1 マリープリズムパワーメイクアップ(美少女戦士)（マリー空手クラブ）

団上B-7
2 チームレオ （武奨館）

団上B-4

3 マリープレミアム上タワシ(固め) （マリー空手クラブ）

1 ポケットビスケッツ （尚道館）

団初B-3
2 ダークネスドラゴン （武奨館）

団初B-1

チームハマー2021 （極真浜井石川）3

団体戦・初中級　小学生低学年　指定型：平安１ ２チーム/Ｂコート

団体戦・上級　小学生高学年　指定型：平安３ ４チーム/Ｂコート

団体戦・初中級　小学生高学年　指定型：平安１ ３チーム/Ｂコート

団体戦・上級　中学生　指定型：撃砕小 ３チーム/Ｂコート

団体戦・上級　一般　指定型：突きの型 ３チーム/Ｂコート

優勝 準優勝 ３位

上級　一般男子　予選型：撃砕小　３位決定戦・決勝型：観空 ７名/Ｂコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

上級　 一般女子　予選型：撃砕小　決勝型：観空 ２名/Ｂコート

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

準優勝


