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ゼッケン番号の若い選手が赤

はやし けいじろう かねそ まさむね
404 林 慶次朗 （眞琉會） 408 金曽 正宗 （極真浜井石川）

E52 E54ぼうした そうたろう かなさき みお （祐心会）
405 坊下 蒼太朗 （極真浜井石川） 409 金﨑 澪愛

E60 E61おおいわ れんだい 決勝戦 なかや ともはる （正道会館正天會）
406 大岩 蓮大 （栄神会） 410 中屋 智陽

E53
E67

E55にしかわ ぎんじろう ごとう れおと （武奨館高岡）
407 西川 銀士朗 （武奨館鳴和） 411 後藤 獅虎

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　幼年（年少・年中）の部 ８名/Ｅコート第②部

つちもと れい
439 土本 怜惟 （武奨館内灘） まつもと りん

444 松本 倫 （武奨館七尾）かわい てる E81
E83440 川井 輝 （士衛塾石川）

E77
かわせ あきなり

445 川瀬 晃成 （川田道場）あはら すいな
E90 E91441 阿原 翠那 （武奨館高岡）

決勝戦 ながやま たくみ
446 長山 拓未 （武奨館七尾）すやま ふうた E95

E84442 須山 楓大 （尚道館）
E82

かねそ あやの
447 金曽 綾乃 （極真浜井石川）まつもと じん

443 松本 仁 （武奨館七尾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　小学２年の部 ９名/Ｅコート第②部

かわの えれん あずま その
412 川野 笑恋 （士衛塾石川） 418 東 想乃 （武奨館本部）

いわぎし かなで E56 E58 かねこ そう
413 岩岸 奏 （武奨館内灘） 419 金子 爽 （正道会館正天會）

E48 E50ありさわ よしと なかの むつき
414 有澤 祥人 （武奨館鳴和） 420 中野 睦基 （武奨館鳴和）

E62 E63むらおか てっしょう 決勝戦 おおふじ まいな
415 村岡 鉄章 （川田道場） 421 大藤 舞奈 （武奨館本部）

E49
E76

E51たにぐち めい つぼうち あおい
416 谷口 愛唯 （武奨館鳴和） 422 坪内 葵衣 （極真浜井石川）

E57 E59
ほりかわ はく はしの つき

417 堀川 蓮來 （正樹道場） 423 橋野 月希 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　幼年（年長）の部 12名/Ｅコート第②部

ますい けんと
431 升井 健人 （武心会）かんだ しゅうい

E68424 神田 周維 （桜塾） あさかわ ともき

E72
432 浅川 知輝 （武奨館本部）みかみ おうすけ

E74425 三上 旺祐 （極真浜井石川）
E64

しま はやと
433 嶋 勇人 （極真浜井石川）たつ ゆづき

E69426 達 由月 （武奨館小松） にしだ まる
434 西田 真留 （武奨館小松）たか ゆいと

E79 E80427 高 結人 （武心会）
E65

決勝戦 くにひろ ゆうた
435 國弘 悠太 （正道会館正天會）こばやし あすま E85

E70428 小林 飛州馬 （武奨館本部）
E73

にしかわ じゅま
436 西川 樹真 （極真浜井石川）つねざわ あれん

E75429 経澤 歩蓮 （極真小井道場）
E66

あかし そうま
437 明石 蒼馬 （自然拳法）かどや あつと

E71430 角谷 篤人 （極真浜井石川） たなか ゆうや
438 田中 勇陽 （武奨館大門）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初心　小学１年の部 15名/Ｅコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

むらおか かのん
448 村岡 伽音 （川田道場） なかせ おうすけ

451 中瀬 應介 （武奨館高岡）やまもと りな
E86 E87449 山本 俐奈 （正道会館正天會）

E78
決勝戦 すぎもと ゆうじ

452 杉本 裕慈 （極真浜井石川）おおた えいすけ E92
450 大田 瑛介 （極真浜井石川）

優勝 準優勝

初心　小学３年の部 ５名/Ｅコート第②部

うしざき だいむ ふじた そうせい
457 牛﨑 大夢 （桜塾） 458 藤田 蒼生 （極真浜井石川）

決勝戦
E94

優勝

初心　小学６年の部 ２名/Ｅコート第②部

優勝 準優勝

おおくま りく いまむら ちさと
453 大熊 怜久 （尚道館） 455 今村 千聖 （正道会館正天會）

E88 E89いしの るい 決勝戦 おおざわ りんたろう
454 石野 瑠唯 （極真浜井石川） 456 大澤 麟太郎 （極真坂本福井）E93

初心　小学４年の部 ４名/Ｅコート第②部

優勝 準優勝

たち てん なかむら はる
459 舘 天 （武奨館本部） 461 中村 晴 （極真浜井石川）

D53 D54さかい いぶき 決勝戦 きたむら れんと
460 坂井 芽樹 （盟武会木下道場） 462 木田村 蓮飛 （士衛塾石川）D63

初級　幼年の部 ４名/Ｄコート第②部

たにぐち あさひ こすぎ しゅんたろう
463 谷口 朝飛 （極真浜井石川） 469 小杉 駿太郎 （極真浜井石川）

よしむら いお D59 D61 やまおか とわ
464 吉村 惟生 （武奨館七尾） 470 山岡 叶和 （武奨館本部）

D55 D57みやぐち おうし いわた たくま
465 宮口 央獅 （極真浜井石川） 471 岩田 拓真 （正道会館正天會）

D69 D70いしだ はると 決勝戦 くろだ はるき
466 石田 春翔 （極真石川竹吉） 472 黒田 春輝 （誠流塾）

D56
D75

D58やちざか るい かわい しょうせい
467 谷内坂 塁 （極真浜井石川） 473 河合 将生 （極真浜井石川）

D60 D62
さくい ゆうご たかはし たける

468 作井 悠悟 （武奨館本部） 474 髙橋 猛 （正樹道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学１年男子の部 12名/Ｄコート第②部

たけだ ゆういちろう
481 竹田 悠一郎 （尚道館）みやもと だいき

D66475 宮本 大輝 （極真浜井石川） まつの しゅんき
482 松野 詢生 （武奨館内灘）なかむら そうた D71

D73476 中村 聡太 （武奨館大門）
D64

はしもと こうた
483 橋本 航汰 （正道会館正天會）いわぎし あおい

D67477 岩岸 葵 （武奨館内灘）
D79 D80

えびな かずき
484 海老名 一希 （武奨館本部）こさか あおい 決勝戦

478 小坂 蒼生 （武奨館鳴和）
D65

D85 にしむら そうき
485 西村 蒼生 （極真石川竹吉）なかもり こどう

D68479 中森 鼓童 （士衛塾石川）
D72 ながかわ しんば

486 永川 心絆 （武心会）やまもと ゆうま D74
480 山本 悠馬 （武奨館小松） やまぬき りく

487 山貫 利來 （武奨館高岡）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学２年男子の部 13名/Ｄコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

おおもり くれは
514 大森 紅羽 （武奨館小松） ほりかわ りおな

517 堀川 莉桜奈 （正樹道場）たまさく ゆずの
D99 D100515 玉作 柚乃 （正樹道場）

D95
決勝戦 おおたか うみ

518 大高 海美 （極真浜井石川）やちざか りん D103
516 谷内坂 凛 （極真浜井石川）

優勝 準優勝

初級　小学４年女子の部 ５名/Ｄコート第②部

もりた るりこ やすえ まつり
510 守田 瑠璃子 （極真浜井石川） 511 安江 麻都里 （武奨館鳴和）

決勝戦
D101

優勝

初級　小学１年女子の部 ２名/Ｄコート第②部

さかした かえで おおさき にちか
512 坂下 楓 （武奨館小松） 513 大﨑 日翔 （正道会館正天會）

決勝戦
D102

優勝

初級　小学２年女子の部 ２名/Ｄコート第②部

優勝 準優勝

いけだ ゆうせい あかつか こうや
503 池田 悠晟 （極真浜井石川） 505 赤塚 洸哉 （尚道館）

D90 D91よしの かずま 決勝戦 ますい ゆうき
504 吉野 主真 （尚道館） 506 升井 結規 （武心会）D97

初級　小学４年男子の部 ４名/Ｄコート第②部

みずの そうま
508 水野 壮馬 （LAGYM藤田道場）ひらた ゆうしょう

D94507 平田 悠翔 （政浦道場）
決勝戦 うえだ あいと

509 上田 愛虎 （尚道館）D98

優勝

初級　小学５年男子の部 ３名/Ｄコート第②部

なかみね いつき
495 仲嶺 樹 （正道会館正天會）こくのう こうき

D81488 國納 煌生 （武奨館本部） ひらおか さきと

D86
496 平岡 咲人 （武心会）いのうえ ゆいと

D88489 井上 悠唯人 （正道会館正天會）
D76

くろだ とうせい
497 黒田 桃生 （武奨館本部）うえだ えいだい

D82490 上田 詠大 （尚道館） はまむら しゅうじ
498 濱村 修司 （自然拳法）かりや こうが

D92 D93491 狩矢 洸雅 （正道会館正天會）
D77

決勝戦 くりた りく
499 栗田 龍空 （尚道館）たつた きょういち D96

D83492 辰田 京一 （武奨館鳴和）
D87

きたがわ れん
500 北川 蓮 （空身館）かつら あらた

D89493 桂 新汰 （極真浜井石川）
D78

くぼた そうた
501 窪田 蒼大 （正道会館正天會）しおや りく

D84494 塩屋 りく （嶋田塾） たかしま あお
502 髙島 碧 （武奨館砺波）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学３年男子の部 15名/Ｄコート第②部
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ゼッケン番号の若い選手が赤

あおやま あらた
520 青山 新汰 （極真小井道場）おおとも げんじ

C65519 大友 元志 （極真小井道場）
決勝戦 たかの けいすけ

521 髙野 桂輔 （極真浜井石川）C70

優勝

中級　小学１年男子の部 ３名/Ｃコート第②部

たち りゅう
548 舘 龍 （武奨館本部）しげもり みなみ

543 茂森 南実 （桜塾）
C84 ぼうした こたろう

549 坊下 琥太朗 （極真浜井石川）あきた とうま C82
C75544 秋田 透槙 （武奨館根上）

C74
あさくら なおき

550 浅倉 直樹 （武奨館根上）ほそかわ ふうと
C88 C89545 細川 楓人 （正道会館正天會）

決勝戦 ふくい ごうま
551 福井 豪真 （中山道場）たけうち れんじゅ C95

C76546 竹内 蓮樹 （武奨館内灘）
C83

まえかわ ある
552 前川 阿琉 （武奨館鳴和）きたがわ そうま C85

547 北川 颯真 （極真小井道場） ながかわ とき
553 永川 翔絆 （武心会）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学４年男子の部 11名/Ｃコート第②部

まの かいせい うみの けんしん
554 間野 海聖 （極真浜井石川） 558 海野 賢眞 （盟武会木下道場）

C90 C92まつした よしき きけがわ あきひと
555 松下 佳暉 （正道会館正天會） 559 亀卦川 瑛仁 （正道会館正天會）

C96 C97くろだ こたろう 決勝戦 かわにし ゆづき
556 黒田 琥太郎 （正道会館正天會） 560 川西 悠月 （千山道場）

C91
C105

C93はやし きよまさ よしむら りと
557 林 清正 （眞琉會） 561 吉村 莉翔 （武奨館七尾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学５年男子の部 ８名/Ｃコート第②部

はしの いぶき さわだ やまと
522 橋野 維吹 （正樹道場） 528 澤田 大和 （極真浜井石川）

ふくしま あらた C66 C68 ふかみ あゆむ
523 福島 新太 （武奨館砺波） 529 深見 歩 （空會館）

C61 C63まえかわ のい おけがわ えいと
524 前川 能生 （武奨館鳴和） 530 桶川 英士 （武奨館内灘）

C72 C73はらだ じん 決勝戦 にしかわ こたろう
525 原田 仁 （武奨館内灘） 531 西川 琥太朗 （武奨館鳴和）

C62
C77

C64つぼうち けいしん あさだ ゆうき
526 坪内 慶真 （極真浜井石川） 532 浅田 悠輝 （極真小井道場）

C67 C69
やまざき あさひ いしだ かいせい

527 山崎 旦陽 （武奨館高岡） 533 石田 魁聖 （極真坂本福井）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学２年男子の部 12名/Ｃコート第②部

おだ ことむ
534 織田 琥十六 （武心会） たけち やまと

539 武市 倫和 （極真髙橋道場）すがわら くうや C78
C80535 菅原 空矢 （七州会）

C71
おおとも じげん

540 大友 次元 （極真小井道場）ほりかわ しょういち
C86 C87536 堀川 省一 （正樹道場）

決勝戦 なおしま あおと
541 直嶋 蒼翔 （極真石川竹吉）くわばら かずとし C94

C81537 桑原 和寿 （武奨館七尾）
C79

うみの こうめい
542 海野 光明 （盟武会木下道場）むらなか おうか

538 村中 王哉 （盟武会木下道場）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学３年男子の部 ９名/Ｃコート第②部
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大会協力道場

芦原会館西宮支部　五十嵐道場　一光会館　栄神会　LAGYMJAPAN藤田道場　大鹿道場
学心会　金森道場　神谷塾　川田道場　輝心會　郷英館　極真会館石川県竹吉道場
極真会館関西総本部　極真会館小井道場　極真会館坂本派福井県本部　極真会館髙橋道場
極真会館浜井派愛知石川道場　極真会館浜井派石川県支部　極真拳武會さいたま浦和支部
空會館　空身館　空心塾　拳王道　拳真流チームアキラ　拳聖塾　仰拳塾　光山会
光武会館　桜塾　士衛塾石川　士衛塾総本部　七州会　自然拳法　嶋田塾
ジャパンカラテキッズクラブ　尚道館　松武館　新極真会栃木支部　真誠塾
心想流和田道場　真門塾　眞琉會　遂心塾　JKK聖拳武館　聖心會　誠真会館秋津道場
正道会館正天會　聖武会館　清武会三重道場　誠流塾　世界総極真福井県今城道場
世界闘英館　千山道場　閃捷塾　闘己會吉塚道場　中山道場　ノーティーカラテアカデミー
波導館　飛心会　白蓮会館奈良学園前支部　武煌会館　武心会　武徳心　峰武塾
北晋寺西道場　政浦道場　正樹道場　無限塾　盟武会木下道場　森道場　勇輝会館
祐心会　祐心会尾張旭支部　羅漢塾　理心館　立志会　烈士塾

※大会へのご協力ありがとうございます。　武奨館　𠮷村道場

（50音順）

たなか そうま きむら こうた
562 田中 颯真 （武奨館砺波） 565 木村 航太 （自然拳法）

C99かなさき りゅうせい
C103 C104

あらい ゆうせい
563 金﨑 琉星 （祐心会） 566 荒井 雄成 （極真浜井石川）

C98
決勝戦

ぼうた みつひろ C109 むらもと そら
564 棒田 光洋 （武奨館鳴和） 567 村本 大空 （正樹道場）

優勝 準優勝

中級　小学６年男子の部 ６名/Ｃコート第②部

せんざき かんな
569 仙崎 甘菜 （武奨館鳴和）いむら れいな

C100568 井村 玲奈 （極真浜井石川）
決勝戦 みやざき ひなた

570 宮崎 陽向 （自然拳法）C106

優勝

中級　小学２年女子の部 ３名/Ｃコート第②部

優勝 準優勝

こうじょう ことは はりさわ ちあや
571 香城 采花 （極真浜井石川） 573 梁澤 智彩 （正道会館正天會）

C101 C102ほり あんな 決勝戦 まの あんり
572 保利 杏菜 （極真髙橋道場） 574 間野 杏里 （極真浜井石川）C107

中級 小学３年女子の部 ４名/Ｃコート第②部

ほそかわ おとは なおしま ゆあ
575 細川 音葉 （正道会館正天會） 576 直嶋 侑杏 （極真石川竹吉）

決勝戦
C108

優勝

中級　小学５年女子の部 ２名/Ｃコート第②部


