
第７回　全福井空手道選手権大会　クラス別入賞者一覧表
開催日：平成27年12月20日

主催　：坂本派 福井県本部
場所　：福井県立武道館

階級番号 クラス

1 幼年 池田　虎羽 極真浜井中島 石塚　雄陽 自然拳法 宮田　隼杜 矢郷道場 林　くる未 極真浜井中島

2 小１初級 供田　大心 極真浜井中島 中田瑛太郎 極真浜井中島 宮下　歩岬 極真浜井北川 竹内　飛虎 澤崎道場

3 小１上級 ﾋﾞｰﾄﾝｼﾞｪｰﾑｽﾞ大史 極真浜井中島 堀田みず希 千山道場 塚本　瑛太 澤崎道場 藤田　琉樺 藤田道場

4 小２初級 林　優之介 極真浜井中島 田辺　久士 澤崎道場 小坂　蓮乃 正樹道場 堺　夏蓮 正樹道場

5 小２上級 川口　一護 藤田道場 東谷　昂征 澤崎道場 作川　航 極真髙橋 佐野　快吏 眞琉會

6 小３初級 ﾋﾞｰﾄﾝ ﾀﾞﾆｴﾙ恵史 極真浜井中島 坂井孝志朗 極真浜井吉村 嶋田　恒惺 澤崎道場 後藤ななみ 極真浜井吉村

7 小３上級 池田　龍羽 極真浜井中島 笈田　佑紀 澤崎道場 柳原　杏胡 極真髙橋 中村　陸 正樹道場

8 小４初級 吉田　唯人 士然塾 棚田　吉郎 澤崎道場 田中　佑昌 今立 中村　仁 鯖江

9 小４男子上級 立浪　利彬 極真浜井吉村 薮上　和歩 空柔館 小此内捺芽 極真浜井羽場 福井　悠太 極真浜井吉村

10 小４女子上級 廣木　真優 自然拳法 真田　美桜 極真浜井徳田

11 小５初級 濱野　真光 自然拳法 渡邉　倖大 澤崎道場 中村　榛 鯖江 横山　達也 眞琉會

12
小５男子上級

38ｋｇ未満 今村　竜貴 士衛塾石川 藤田　柊弥 鹿島塾 秋元　爽太 士然塾 後藤　楽人 極真浜井吉村

13
小５男子上級

38ｋｇ以上 新田　晃生 正樹道場 宮本　泰志 藤田道場 坂井　秀伍 極真浜井吉村 竹中　悠人 極真浜井吉村

14 小5女子上級 筒井ふたば 眞琉會 山瀬　茉緒 極真浜井中島 柳澤　玲奈 極真浜井福井 山口　杏理 鯖江

15 小６初級 小泉　祐介 鯖江 棚田ひろな 澤崎道場 青山　新 澤崎道場 黒川　日菜 澤崎道場

16
小６男子上級

43ｋｇ未満 早川　和輝 極真浜井吉村 入道　七斗 鯖江 安斉　俊人 極真浜井吉村 八木　大河 極真浜井中島

17
小６男子上級

43ｋｇ以上 澤野　敬思 空柔館 奥村　爽史 極真浜井吉村 佐野　碧志 眞琉會 的場　信登 矢郷道場

18 小６女子上級 中川梨里愛 今庄 柳川　葵 士衛塾石川

19 中学１年女子 ムハマド末羅 矢郷道場 中山　亜子 極真浜井田賀

20 中学２・３年女子 高岡　彩乃 澤崎道場

21
中学１年男子

50kg未満
柳澤　優矢 極真浜井福井 早川　悠太 極真浜井吉村 川口　燿永 大東流 前田　翔太 極真髙橋

22
中学１年男子

50ｋｇ以上

23
中学２･３年男子

55ｋｇ未満
松浦　遼太 鹿島塾 高　優一郎 極真浜井中島

24
中学２･３年男子

55kg以上
大門　祐也 極真浜井吉村 岡本　恭弥 武生

25 高校男子無差別 中出蒼士郎 澤崎道場

26 一般女子 辻脇　望 鯖江

27 壮年男子軽量級 梅田　康史 極真浜井田賀 渡辺　猛 鯖江

28 壮年男子重量級 坂田　勝久 創拳塾 宮本　清孝 福井

29
一般男子初級

65kg未満 小島　史也 講武館 田中　大輔 小浜

30
一般男子男子初級

65kg以上 小西　研吾 講武館

31 一般男子無差別 泉　魁斗 極真浜井中島 澤田　大嗣 極真浜井中島 初一　貴臣 南越前

3位 3位優勝 準優勝



第７回　全福井大会クラス別入賞者一覧表
開催日：平成27年12月20日

主催　：坂本派 福井県本部
場所　：福井県立武道館

階級番号 クラス 表彰数

1 幼年 4 池田　虎羽 極真浜井中島 石塚　雄陽 自然拳法 宮田　隼杜 矢郷道場 林　くる未 極真浜井中島

2 小１初級 4 供田　大心 極真浜井中島 中田瑛太郎 極真浜井中島 宮下　歩岬 極真浜井北川 竹内　飛虎 澤崎道場

3 小１上級 4 ﾋﾞｰﾄﾝｼﾞｪｰﾑｽﾞ大史 極真浜井中島 堀田みず希 千山道場 塚本　瑛太 澤崎道場 藤田　琉樺 藤田道場

4 小２初級 4 林　優之介 極真浜井中島 田辺　久士 澤崎道場 小坂　蓮乃 正樹道場 堺　夏蓮 正樹道場

5 小２上級 4 川口　一護 藤田道場 東谷　昂征 澤崎道場 作川　航 極真髙橋 佐野　快吏 眞琉會

6 小３初級 4 ﾋﾞｰﾄﾝ ﾀﾞﾆｴﾙ恵史 極真浜井中島 坂井孝志朗 極真浜井吉村 嶋田　恒惺 澤崎道場 後藤ななみ 極真浜井吉村

7 小３上級 4 池田　龍羽 極真浜井中島 笈田　佑紀 澤崎道場 柳原　杏胡 極真髙橋 中村　陸 正樹道場

8 小４初級 4 吉田　唯人 士然塾 棚田　吉郎 澤崎道場 田中　佑昌 今立 中村　仁 鯖江

9 小４男子上級 4 立浪　利彬 極真浜井吉村 薮上　和歩 空柔館 小此内捺芽 極真浜井羽場 福井　悠太 極真浜井吉村

10 小４女子上級 2 廣木　真優 自然拳法 真田　美桜 極真浜井徳田 三澤　小雪 澤崎道場 中山　公子 極真浜井田賀

11 小５初級 4 濱野　真光 自然拳法 渡邉　倖大 澤崎道場 中村　榛 鯖江 横山　達也 眞琉會

12
小５男子上級

38ｋｇ未満 4 今村　竜貴 士衛塾石川 藤田　柊弥 鹿島塾 秋元　爽太 士然塾 後藤　楽人 極真浜井吉村

13
小５男子上級

38ｋｇ以上 4 新田　晃生 正樹道場 宮本　泰志 藤田道場 坂井　秀伍 極真浜井吉村 竹中　悠人 極真浜井吉村

14 小5女子上級 4 筒井ふたば 眞琉會 山瀬　茉緒 極真浜井中島 柳澤　玲奈 極真浜井福井 山口　杏理 鯖江

15 小６初級 4 小泉　祐介 鯖江 棚田ひろな 澤崎道場 青山　新 澤崎道場 黒川　日菜 澤崎道場

16
小６男子上級

43ｋｇ未満 4 早川　和輝 極真浜井吉村 入道　七斗 鯖江 安斉　俊人 極真浜井吉村 八木　大河 極真浜井中島

17
小６男子上級

43ｋｇ以上 4 澤野　敬思 空柔館 奥村　爽史 極真浜井吉村 佐野　碧志 眞琉會 的場　信登 矢郷道場

18 小６女子上級 2 中川梨里愛 今庄 柳川　葵 士衛塾石川 石倉　美空 極真浜井中島 櫻川　莉子 鯖江

19 中学１年女子 2 ムハマド末羅 矢郷道場 中山　亜子 極真浜井田賀 河崎屋　依那 空柔館 森川　歩乃花 空柔館

20 中学２・３年女子 1 高岡　彩乃 澤崎道場 鉄田　みらい 鹿島塾

21
中学１年男子

50kg未満
4 柳澤　優矢 極真浜井福井 早川　悠太 極真浜井吉村 川口　燿永 大東流 前田　翔太 極真髙橋

22
中学１年男子

50ｋｇ以上
0

23
中学２･３年男子

55ｋｇ未満
2 松浦　遼太 鹿島塾 高　優一郎 極真浜井中島 筒井　雄也 眞琉會 清水　慈英 七州会

24
中学２･３年男子

55kg以上
2 大門　祐也 極真浜井吉村 岡本　恭弥 武生 小西　佑征 極真浜井森本 瀬戸　壱成 正樹道場

25 高校男子無差別 1 中出蒼士郎 澤崎道場 鉄田　翔 鹿島塾 辻脇　大輔 鯖江

26 一般女子 1 辻脇　望 鯖江

27 壮年男子軽量級 2 梅田　康史 極真浜井田賀 渡辺　猛 鯖江

28 壮年男子重量級 2 坂田　勝久 創拳塾 宮本　清孝 福井

29
一般男子初級

65kg未満 2 小島　史也 講武館 田中　大輔 小浜

30
一般男子男子初級

65kg以上 1 小西　研吾 講武館

31 一般男子無差別 3 泉　魁斗 極真浜井中島 澤田　大嗣 極真浜井中島 初一　貴臣 南越前

3位 3位優勝 準優勝 表彰外の出場権獲得者

高岡さん
現在中学3年生

石塚君
現在5才（来年度年長）

辻脇君
現在高校3年生


