
第3回日本海カップ空手道「型」選手権大会　平成30年12月23日（日）　物見山総合体育館
ＩＢＫＯ全日本空手道選手権大会「型の部」選抜指定大会　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 奥村　真大 （武奨館鳴和） 辻元　明良 （武奨館金沢中央）

柿島　一樹 （極真浜井石川） 宮本　慈生 （極真坂本福井）

吉野　崇之 （武奨館金沢中央） 喜多　夏己 （澤崎道場）

初級　小学3・4年生　 杉本  一太 （武奨館金沢中央） 福島　一歌 （武奨館砺波） 上滝　悠史 （尚道館） 大坂　  元 （尚道館）

初級　小学5・6年生　 中村　七海 （澤崎道場） 八田　智尋 （武奨館砺波）

初級　一般女子 千原　愛子 （武奨館鳴和） 川中　麗 （武奨館金沢中央）

中級　小学1・2年生 仙崎　廉大 （武奨館鳴和） 宮﨑　なつめ （武奨館金沢中央）

中級　小学3・4年生　 齊藤　万結衣 （尚道館） 寺井　美華 （武奨館志賀） 橘　明輝 （武奨館高岡） 堀　響巴 （武奨館砺波）

中級　小学5・6年生　 水木　心輝 （武奨館砺波） 橘　理功 （武奨館高岡） 下中　千寛 （武奨館金沢中央）千野　宥未愛 （澤崎道場）

中級　中学生 谷井　沙弥香 （尚道館） 山田　光輝 （極真坂本福井）

初・中級　一般 新井　世望 （講武館） 大屋　怜菜 （武奨館七尾） 上田　峻輝 （講武館） 藤本　和也 （講武館）

選抜　小学1年生 野﨑　優那 （極真坂本福井） 澤田　慶真 （極真坂本福井）

選抜　小学2年生 泉　  宗汰 （武奨館高岡） 山野　世救人 （極真坂本福井） 田辺　一颯 （極真坂本福井） 堺  　 花帆 （正樹道場）

選抜　小学3年生 林　くる未 （極真浜井石川） 水口　乃々香 （極真浜井石川） 京谷　恵太朗 （武奨館砺波） 堀田　美佑 （武奨館鳴和）

選抜　小学4年生　男子 浦山　竜精 （武奨館志賀） 嶋﨑　瑛亮 （極真坂本福井） 塚本　瑛太 （澤崎道場） 出口　智大 （極真浜井石川）

選抜　小学4年生　女子 有澤　琉衣 （武奨館高岡） 野﨑　彩那 （極真坂本福井） 中田　春妃 （武奨館砺波） 長谷川　陽向 （極真会館髙橋）

 選抜　小学5年生　男子 利根川　世道 （武奨館高岡） 喜佐　映斗 （武奨館志賀） 林　優之介 （極真浜井石川） 加藤　海成 （正樹道場）

 選抜　小学5年生　女子 帰山　かおん （極真浜井石川） 山代　桃百花 （極真浜井石川） 山﨑　  葵 （武奨館志賀） 堺　  夏蓮 （正樹道場）

 選抜　小学6年生　男子 奥村　幸輝 （武奨館鳴和） 野口　和矢 （武奨館鳴和） 小松　一覇 （武奨館内灘） 山辺　楓雅 （武奨館金沢中央）

 選抜　小学6年生　女子 青山　桐子 （澤崎道場） 後藤　ななみ （武奨館高岡） 前川　久美子 （尚道館） 笹倉　優緋 （尚道館）

鈴木　慶 （武奨館鳴和） 田中　佑昌 （極真坂本福井）

宮﨑　遼人 （武奨館金沢中央） 中村　仁 （極真坂本福井）

選抜　中学女子 山口　杏理 （極真坂本福井） 利根川　十仁 （武奨館高岡） 鷲北　萌々子 （武奨館高岡） 木村　柑菜 （武奨館高岡）

選抜　一般男子 前田　翔太 （極真会館髙橋） 栁　武志 （士衛塾総本部）

選抜　一般女子 利根川　留生 （武奨館高岡） 横山　凜奈 （士衛塾総本部） 辻脇　望 （極真坂本福井） 島津　七海 （尚道館）

マスターズ 前田　彰 （極真会館髙橋） 日尾　雅美 （武奨館砺波） 山田　英二 （極真坂本福井） 鈴木　忍 （武奨館鳴和）

　初中級　小学生低学年

　初中級　小学生高学年

選抜　小学生　低学年

選抜　小学生　高学年

選抜　中学生

選抜　一般

家族演武戦

幼年初級　努力賞 阿原　煌大 （武奨館高岡） 仙崎　甘奈 （武奨館鳴和） 和田　征馬 （武奨館鳴和）

家族演武戦　ほのぼの賞 水木　聡・心輝 （武奨館）

ベスト8
階級

優勝 準優勝 3位 3位

初級　小学1・2年生　 辻元　涼太 （武奨館金沢中央） 髙野　  颯 （武奨館富来） 関沼　慶悟 （尚道館） 柳谷　龍汰 （武奨館金沢中央）

選抜　中学男子 小﨑川　楓雅 （極真浜井石川） 小﨑川　優雅 （極真浜井石川） 後藤　楽人 （武奨館高岡） 大久保　海晴 （極真坂本福井）

団体戦
優勝 準優勝

名前 道場名 名前 道場名

Team KSK （武奨館） 3年トリオ （武奨館）

インフィニティ （武奨館） チームＭ・Ｆ・Ｍ （武奨館）

チームイエローブショー （武奨館）

チーム志賀！ （武奨館）

チーム武奨 （武奨館） 極真三銃士 （極真坂本福井）

No limit （尚道館） 黒帯一歩手前 （極真坂本福井）

宮本　清孝・悠臣・慈生 （極真坂本福井） 堀　勇・志津・響巴 （武奨館）

家族演武戦
優勝 準優勝

名前 道場名 名前 道場名



第3回日本海カップ空手道「型」選手権大会　平成30年12月23日（日）　物見山総合体育館
ＩＢＫＯ全日本空手道選手権大会「型の部」選抜指定大会　主催：新日本武道空手道連盟　武奨館

ＩＢＫＯ全日本空手道選手権大会「型の部」出場権利獲得者

名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名

選抜　小学1年生 野﨑　優那 （極真坂本福井） 澤田　慶真 （極真坂本福井）

選抜　小学2年生 泉　  宗汰 （武奨館高岡） 山野　世救人 （極真坂本福井） 田辺　一颯 （極真坂本福井） 堺  　 花帆 （正樹道場）

選抜　小学3年生 林　くる未 （極真浜井石川） 水口　乃々香 （極真浜井石川） 京谷　恵太朗 （武奨館砺波） 堀田　美佑 （武奨館鳴和）

選抜　小学4年生　男子 浦山　竜精 （武奨館志賀） 嶋﨑　瑛亮 （極真坂本福井） 塚本　瑛太 （澤崎道場） 出口　智大 （極真浜井石川）

選抜　小学4年生　女子 有澤　琉衣 （武奨館高岡） 野﨑　彩那 （極真坂本福井） 中田　春妃 （武奨館砺波） 長谷川　陽向 （極真会館髙橋）

 選抜　小学5年生　男子 利根川　世道 （武奨館高岡） 喜佐　映斗 （武奨館志賀） 林　優之介 （極真浜井石川） 加藤　海成 （正樹道場）

 選抜　小学5年生　女子 帰山　かおん （極真浜井石川） 山代　桃百花 （極真浜井石川） 山﨑　  葵 （武奨館志賀） 堺　  夏蓮 （正樹道場）

 選抜　小学6年生　男子 奥村　幸輝 （武奨館鳴和） 野口　和矢 （武奨館鳴和） 小松　一覇 （武奨館内灘） 山辺　楓雅 （武奨館金沢中央）

 選抜　小学6年生　女子 青山　桐子 （澤崎道場） 後藤　ななみ （武奨館高岡） 前川　久美子 （尚道館） 笹倉　優緋 （尚道館）

選抜　中学男子 小﨑川　楓雅 （極真浜井石川） 小﨑川　優雅 （極真浜井石川） 後藤　楽人 （武奨館高岡） 大久保　海晴 （極真坂本福井）

選抜　中学女子 山口　杏理 （極真坂本福井） 利根川　十仁 （武奨館高岡） 鷲北　萌々子 （武奨館高岡） 木村　柑菜 （武奨館高岡）

選抜　一般男子 前田　翔太 （極真会館髙橋） 栁　武志 （士衛塾総本部） 辻脇　大輔 （極真坂本福井）

選抜　一般女子 利根川　留生 （武奨館高岡） 横山　凜奈 （士衛塾総本部） 辻脇　望 （極真坂本福井） 島津　七海 （尚道館）

マスターズ　男子 前田　彰 （極真会館髙橋） 山田　英二 （極真坂本福井） 鈴木　忍 （武奨館鳴和） 木原　英勝 （武奨館砺波）

マスターズ　女子 日尾　雅美 （武奨館砺波）

選抜　小学生　低学年

選抜　小学生　高学年

快盗戦隊ルパンレンジャー （極真坂本福井）

（武奨館） （極真坂本福井）Team Rebellious（反抗期）

階級
権利獲得者 権利獲得者 権利獲得者 権利獲得者

権利獲得チーム

名前 道場名 名前 道場名

ブルゾンまさみ with Ｂ

ＫＫＫ
選抜　中学生

団体戦
権利獲得チーム

（武奨館）
選抜　一般

（極真坂本福井）

チームイエローブショー （武奨館）

チーム志賀！ （武奨館） Romance Triangle・season2

チーム武奨 （武奨館） 極真三銃士 （極真坂本福井）

No limit （尚道館） 黒帯一歩手前 （極真坂本福井）


