
第4回全北陸空手道選手権大会①部　全日本ランキングの部　令和3年12月19日（日）松任総合運動公園啓武館  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

初級　幼年 木田村　蓮飛 士衛塾石川

初級　小学1年男子 足立　孝太郎 佐藤道場 押上　力丸 極真石川竹吉道場 中関　大也 桜塾 金光　航和 空會館

初級　小学2年男子 潮津　敢太 武心会 深見　歩 空會館 山崎　旦陽 武奨館高岡 中森　鼓童 士衛塾石川

初級　小学3年男子 織田　琥十六 武心会 本山　大尊 佐藤道場 遠藤　幹太 桜塾 道下　敬弘 桜塾

初級　小学4年男子 田中　颯磨 桜塾 茂森　南実 桜塾 中　旺世 正樹道場 山本　英汰 極真坂本福井

初級　小学5年男子 藤井　駿太朗 桜塾 高畑　佑丞 尚道館 原田　燎明 桜塾

初級　小学6年男子 長山　翔悟 正樹道場 鈴木　哉向 桜塾 井手上　莉己 桜塾

初級　中学男子 山本　琉世 七州会

初級　小学2年女子 三谷　明愛 七州会

初級　小学4年女子 三谷　愛來 七州会 井出　彩空 拳心会館

初級　小学5年女子 藤島　美央 武奨館内灘

初級　中学女子 松本　姫奈 桜塾

上級　幼年男子 桝田　智也 極真浜井石川 青木　琉亜 空會館

上級　小学１年男子 藤原　熙乃 空會館 後山　礼晟 士衛塾石川

上級　小学2年男子 金曽　将人 極真浜井石川 奥村　真大 武奨館鳴和 野瀨　喜平 正樹道場

上級　小学3年男子　軽量27kg未満 表地　海翔 桜塾 洲﨑　耕太郎 正樹道場 鈴木　珀 郷英館

上級　小学3年男子　重量27kg以上 尾﨑　威心 七州会 林　宥仁 桜塾 林　俐仁 桜塾

上級　小学4年男子　軽量30kg未満 大谷内　洸 桜塾 野﨑　颯斗 正樹道場

上級　小学4年男子　重量30kg以上 田井中　秀 桜塾 本松　大芽 空會館 白川　啓樹 聖心會 谷口　楓祈 聖心會

上級　小学5年男子　軽量35kg未満 村上　雄哉 聖心會 竹内　虎和 自然拳法 柳田　凌央 桜塾

上級　小学5年男子　重量35kg以上 小島　蕉也 桜塾 奥村　勇仁 士衛塾石川 山本　琉士郎 中山道場

上級　小学6年男子　軽量40kg未満 谷口　遼磨 聖心會 村田　風我 桜塾 田中　琢夢 空會館 鈴木　騎士 桜塾

上級　小学6年男子　重量40kg以上 白浜　蓮清 聖心會 加藤　陽生 空會館 小島　澪 桜塾 平尾　太一 桜塾

上級　中学1年男子　軽量42kg未満 正木　翔夢 七州会 京口　総勝 聖心會 桐原　歩夢 世界闘英館

上級　中学1年男子　中量52kg未満 小田島　悠翔 中山道場 森田　獅陽 波導館 各務　壮祐 極真浜井愛知石川 伊藤　開 真誠塾

上級　中学1年男子　重量52kg以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

上級　中学2・3年男子　軽量47kg未満 渡辺　龍輝 士衛塾石川

階級
優勝 準優勝 3位 3位



第4回全北陸空手道選手権大会①部　全日本ランキングの部　令和3年12月19日（日）松任総合運動公園啓武館  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
階級

優勝 準優勝 3位 3位

上級　中学2・3年男子　中量57kg未満 山川　慧大 真誠塾 藤井　宏太朗 桜塾

上級　中学2・3年男子　重量57kg以上 藤田　琥也 桜塾 中村　海晴 桜塾

上級　高校男子　軽量60kg未満 岩永　勝亮 桜塾

上級　高校男子　中量70kg未満 秋山　蓮 中山道場

上級　高校男子　重量70kg以上 森口　魁斗 武徳心

上級　幼年女子 中村　英麗奈 武奨館本部 冨田　和花 桜塾

上級　小学1年女子 木村　亜璃衣 佐藤道場 尾﨑　心奏 七州会

上級　小学2年女子 冨田　華帆 桜塾 服部　愛夢 佐藤道場 中澤　倫子 極真坂本真岡

上級　小学3年女子 竹中　希羽 桜塾 鹿肝　碧依 極真浜井石川

上級　小学4年女子　軽量30kg未満 中島　初椛 空會館 代　靖睿 桜塾

上級　小学4年女子　重量30kg以上 金曽　梨子 極真浜井石川 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場

上級　小学5年女子　軽量35kg未満 権出　小春 聖心會 山本　乃愛 七州会

上級　小学5年女子　重量35kg以上 小坂　鈴乃 正樹道場 宮﨑　なつめ 武奨館本部

上級　小学6年女子　軽量40kg未満 丸本　依央奈 桜塾 中村　碧葉 極真浜井石川 三宅　愛瑠 極真浜井石川

上級　中学1年女子　軽量43kg未満 西山　空那 空會館 吉田　暖海 武奨館鳴和

上級　中学1年女子　重量43kg以上 酒井　希羽 七州会

上級　中学2・3年女子　軽量43kg未満 岩永　唯伽 桜塾 石嶺　美 桜塾

上級　中学2・3年女子　中量50kg未満 指江　咲妃 正樹道場

上級　中学2・3年女子　重量50kg以上 竹永　美渚 桜塾

上級　高校女子　軽量48kg未満 利根川　十仁 武奨館高岡 粥川　愛菜 桜塾

上級　高校女子　重量55kg以上 渡辺　小春 武奨館鳴和



第4回全北陸空手道選手権大会②部JAC選抜の部　令和3年12月19日（日）松任総合運動公園啓武館  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

初心　幼年（年少・年中） 林　慶次朗 眞琉會 小林　蔵麿 武奨館本部

初心　幼年（年長） 川野　笑恋 士衛塾石川 堀川　蓮來 正樹道場 坂口　慶次 武奨館本部 東　想乃 武奨館本部

初心　小学1年　（ベスト８は下記に記載） 安江　麻都里 武奨館鳴和 角野　逞仁 極真浜井石川 加藤　弘士郎 極真福井坂本 林　幸乃輔 武奨館本部

初心　小学2年 中森　鼓童 士衛塾石川 川井　輝 士衛塾石川 西部　愛華 極真坂本福井 吉野　綾真 尚道館

初心　小学3年 保利　杏菜 極真髙橋道場 栗田　龍空 尚道館

初心　小学4・5年 吉野　主真 尚道館 玉作　柚乃 正樹道場

初心　小学6年 立野　蓮 極真浜井石川 前田　春輝 武奨館本部

初級　幼年 舘　天 武奨館本部

初級　小学1年男子 山本　新大 空會館 河合　将生 極真浜井石川

初級　小学2年男子 新谷　真矢 桜塾 松野　詢生 武奨館内灘 原田　仁 武奨館内灘 藤島　瞬 武奨館内灘

初級　小学3年男子 國納　煌生 武奨館本部 髙島　碧 武奨館砺波

初級　中学男子 中谷　大和 武奨館本部

中級　小学1年男子 押上　力丸 極真石川竹吉道場

中級　小学2年男子 潮津　敢太 武心会 西川　琥太朗 武奨館鳴和

中級　小学3年男子 中村　弥 正樹道場 坂下　琉偉 武心会

中級　小学4年男子 髙島　龍馬 極真坂本福井 河崎　琉稀 武心会 永川　耀絆 武心会 竹内　蓮樹 武奨館内灘

中級　小学5年男子 高畑　佑丞 尚道館 関沼　慶悟 尚道館 田計　孔大 尚道館 田近　優翔 尚道館

中級　小学6年 竹内　凜杏 武奨館内灘 村本　大空 正樹道場 荒井　雄成 武奨館本部 出村　宗士 武奨館本部

初・中級　小学2年女子 仙崎　甘菜 武奨館鳴和

中級　小学4・5年女子 亀卦川　珠希 正道会館正天會 横山　夢依 正道会館正天會

上級(JAC選抜）幼年男子 藤原　昂大 空會館

上級(JAC選抜）小学１年男子 藤原　熙乃 空會館 後山　礼晟 士衛塾石川

上級(JAC選抜）小学2年男子 坊下　凛太朗 極真浜井石川 金曽　将人 極真浜井石川 三ツ山　晴智 極真坂本福井 奥村　真大 武奨館鳴和

上級(JAC選抜）小学3年男子 東力　伊織 LA藤田道場 坂井　風天 極真浜井石川 菱沼　拓隼 極真浜井石川 前川　蒼士郎 武心会

上級(JAC選抜)小学4年男子軽量30kg未満 山本　恋次 空會館

上級(JAC選抜)小学4年男子重量30kg以上 白川　啓樹 聖心會 藤原　快吏 空會館 中村　可夢偉 武奨館本部 大野　光希 栄神会

上級(JAC選抜)小学5年男子軽量35kg未満 齊藤　輝 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学5年男子重量35kg以上 竹永　龍也 桜塾 奥村　勇仁 士衛塾石川 山本　琉士郎 中山道場 髙野　颯 武奨館志賀

上級(JAC選抜)小学6年男子軽量40kg未満 鈴木　騎士 桜塾 木村　歩積 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学6年男子重量40kg以上 小島　澪 桜塾 奥村　珀斗 武奨館鳴和 京谷　恵太朗 武奨館砺波 東　佑來 武奨館鳴和

階級
優勝 準優勝 3位 3位



第4回全北陸空手道選手権大会②部JAC選抜の部　令和3年12月19日（日）松任総合運動公園啓武館  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
階級

優勝 準優勝 3位 3位

上級(JAC選抜)中学1年男子軽量50kg未満 大野　朔多郎 武奨館砺波 澤　洸太朗 武奨館鳴和 山本　勇心 空會館 野村　魁希 桜塾

上級(JAC選抜)中学1年男子重量50kg以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

上級(JAC選抜)中学2年男子軽量55kg未満 利根川　世道 武奨館高岡

上級(JAC選抜)中学2年男子重量55kg以上 中村　海晴 桜塾

上級(JAC選抜)中学3年男子軽量60kg未満 藤井　宏太朗 桜塾

上級(JAC選抜)高校男子 軽・中量75kg未満 箸本　愛与 嶋田塾

上級(JAC選抜）高校男子　重量75kg以上 森口　魁斗 武徳心

上級(JAC選抜）　幼年女子 冨田　和花 桜塾

上級(JAC選抜）　小学1年女子 木村　亜璃衣 佐藤道場

上級(JAC選抜）　小学2年女子 冨田　華帆 桜塾

上級(JAC選抜）　小学3年女子 矢川　美空 士衛塾石川 間野　杏里 極真浜井石川

上級(JAC選抜)小学4年女子軽量30kg未満 本田　咲蘭 極真浜井石川 瀧　あおい 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学4年女子重量30kg以上 金曽　梨子 極真浜井石川

上級(JAC選抜)小学5年女子軽量35kg未満 堺　花帆 正樹道場

上級(JAC選抜)小学5年女子重量35kg以上 宮﨑　なつめ 武奨館本部

上級(JAC選抜)小学6年女子軽量40kg未満 丸本　依央奈 桜塾 三宅　愛瑠 極真浜井石川

上級(JAC選抜)中学1年女子軽量40kg未満 吉田　暖海 武奨館鳴和

上級(JAC選抜)中学2年女子重量45kg以上 指江　咲妃 正樹道場

上級(JAC選抜)高校女子軽量53kg未満 利根川　十仁 武奨館高岡

シニア男子35歳～39歳 軽量級70kg未満 松野　フェルナンド 武奨館本部

シニア男子40歳～47歳　軽量級70kg未満 花井　鉄也 桜塾 守田　考宏 武奨館本部

シニア男子48歳～59歳　軽量級70kg未満 阿部　英明 桜塾 山　茂治 眞琉會

シニア男子　重量級70kg以上 夏目　良典 桜塾 杉村　広幸 マリー空手クラブ

シニア女子 岡　鈴子 眞琉會

名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名

初心　小学1年 小林　飛州馬 武奨館本部 西川　樹真 極真浜井石川 宮口　央獅 極真浜井石川 嶋　勇人 極真浜井石川

階級
ベスト8



第4回全北陸空手道選手権大会②部JAC選抜の部　権利獲得選手

令和3年12月19日（日）松任総合運動公園啓武館  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

上級(JAC選抜）幼年男子 藤原　昂大 空會館

上級(JAC選抜）小学１年男子 藤原　熙乃 空會館 後山　礼晟 士衛塾石川

上級(JAC選抜）小学2年男子 坊下　凛太朗 極真浜井石川 金曽　将人 極真浜井石川

上級(JAC選抜）小学3年男子 東力　伊織 LA藤田道場 坂井　風天 極真浜井石川

上級(JAC選抜)小学4年男子軽量30kg未満 山本　恋次 空會館

上級(JAC選抜)小学4年男子重量30kg以上 白川　啓樹 聖心會 藤原　快吏 空會館

上級(JAC選抜)小学5年男子軽量35kg未満 齊藤　輝 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学5年男子重量35kg以上 竹永　龍也 桜塾 奥村　勇仁 士衛塾石川

上級(JAC選抜)小学6年男子軽量40kg未満 鈴木　騎士 桜塾 木村　歩積 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学6年男子重量40kg以上 小島　澪 桜塾 奥村　珀斗 武奨館鳴和

上級(JAC選抜)中学1年男子軽量50kg未満 大野　朔多郎 武奨館砺波 澤　洸太朗 武奨館鳴和

上級(JAC選抜)中学1年男子重量50kg以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

上級(JAC選抜)中学2年男子軽量55kg未満 利根川　世道 武奨館高岡

上級(JAC選抜)中学2年男子重量55kg以上 中村　海晴 桜塾

上級(JAC選抜)中学3年男子軽量60kg未満 藤井　宏太朗 桜塾

上級(JAC選抜)高校男子 軽量65kg未満 箸本　愛与 嶋田塾

上級(JAC選抜)高校男子 中量75kg未満 福井　悠太 武奨館志賀

上級(JAC選抜）高校男子　重量75kg以上 森口　魁斗 武徳心

上級(JAC選抜）　幼年女子 冨田　和花 桜塾

上級(JAC選抜）　小学1年女子 木村　亜璃衣 佐藤道場

上級(JAC選抜）　小学2年女子 冨田　華帆 桜塾

上級(JAC選抜）小学3年女子 矢川　美空 士衛塾石川 間野　杏里 極真浜井石川

上級(JAC選抜)小学4年女子軽量30kg未満 本田　咲蘭 極真浜井石川 瀧　あおい 佐藤道場

上級(JAC選抜)小学4年女子重量30kg以上 金曽　梨子 極真浜井石川

上級(JAC選抜)小学5年女子軽量35kg未満 堺　花帆 正樹道場

上級(JAC選抜)小学5年女子重量35kg以上 宮﨑　なつめ 武奨館本部

上級(JAC選抜)小学6年女子軽量40kg未満 丸本　依央奈 桜塾 三宅　愛瑠 極真浜井石川

上級(JAC選抜)中学1年女子軽量40kg未満 吉田　暖海 武奨館鳴和

上級(JAC選抜)中学2年女子重量45kg以上 指江　咲妃 正樹道場

上級(JAC選抜)高校女子軽量53kg未満 利根川　十仁 武奨館高岡

階級
権利獲得者


