
部門

1 年中 桝田　智也 極真浜井石川 日比野　有紗 極真浜井愛知 石塚　花湖 自然拳法 岩宮　晃大 拳悠会

2 年⻑ 坊下　凛太朗 極真浜井石川 中谷　彗星 眞琉會 ⾦曽　将⼈ 極真浜井石川 野﨑　陽介 今庄

3 小１初級 板橋　永樹 正道会館正天會 ⼀⼾　⻯也 王子保 住田　浬 正樹道場 橋本　玲奈 武生

4 小１男子上級 中岸　愛琉⽃ 内田塾

5 小１⼥子上級 鰐部　瑛南 空身館

6 小２初級 奥田　陸⽃ 澤崎道場 髙島　龍⾺ 鯖江 脇内　湊聖 山口道場 澤田　慶真 鯖江

7 小２男子上級 髙井　啓夏 澤崎道場 野﨑　颯⽃ 正樹道場 ⻑谷川　光星 澤崎道場 ⻄沢　侑兼 鯖江第⼀

8 小２⼥子上級 吉田谷　蘭 空身館 野﨑　優那 今庄

9 小３男子初級 阿原　大晟 武奨館 刀祢　陽太 自然拳法 ⻑谷川　直哉 士然塾 小島　彰⼀郎 拳悠会

10 小３⼥子初級 鳰　美沙希 自然拳法 田中　ひかり 今庄

11 小3男子上級 石塚　雄陽 自然拳法 ⽵内　⻁和 自然拳法 橋本　玲生 武生 中林　悠之助 武奨館

12 小３⼥子上級 守田　妃吹 極真浜井石川 鰐部　比奈子 空身館 後藤　かれん 武奨館 小川　夢華 自然拳法

13 小４男子初級 ⽵村　輝⼈ 極真髙橋 ⽩崎　颯亮 士然塾 石田　直也 石田道場 前田　大翔 士然塾

14 小４男子上級（34㎏未満） 吉田谷　徠翔 空身館 京谷　恵太朗 武奨館 山田　宗 眞琉會 大坪　朔空 武奨館

15 小４男子上級（34kg以上） 日比野　蓮 極真浜井愛知 奥村　珀⽃ 武奨館 池田　瑛都 極真浜井石川 嶋田　楓眞 嶋田塾

16 小４⼥子初級 奥田　結音 澤崎道場

17 小４⼥子上級（34㎏未満） 藤野　姫安 極真⽵吉 三宅　愛瑠 極真浜井石川

19 小５男子初級 上坂　芯 鯖江第⼀ 谷　泰我 髙橋道場 加藤　彪多汰 武生第⼀ 井上　莉功⼈ 鯖江

20 小５男子上級（38㎏未満） 畑　日丸 眞琉會 守田　琥伯 極真浜井石川 濵﨑　蓮 王子保 田口　心道 世界闘英館

21 小５男子上級（38kg以上） ⾦城　壮志 誠會 菊田　真翔 武奨館 澤　洸太朗 武奨館 供田　大心 極真浜井石川
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22 小５⼥子初級 茶谷　乃愛 極真⽵吉 熊野　優音 豪拳会

23 小５⼥子上級（38㎏未満） 水上　愛粋 極真浜井石川 石塚　睦美 自然拳法

25 小６男子初級 髙屋　大介 ⾦津

26 小６男子上級（43㎏未満） 三宅　蕾庵 極真浜井石川 末松　大 極真浜井愛知

27 小６男子上級（43㎏以上） 小川　大雅 自然拳法 宮田　康希 武徳心

29 小６⼥子上級（43㎏未満） 堺　夏蓮 正樹道場

32 中１⼥子 後藤　ななみ 武奨館

33 中２・３年⼥子 菊田　真琴 武奨館

35 中１男子（50㎏未満） 杉本　開輝 鯖江第⼀ 川口　仁佑熙 大東流

36 中１男子（50㎏以上） 瀬藤　厳太 極真尾張名古屋

37 中２・３男子（55kg未満） 横山　達也 眞琉會 福井　悠太 武奨館 後藤　楽⼈ 武奨館 尾関　晶 拳悠会

41 高２・３男子（65kg未満） 前田　翔太 極真髙橋



部門

小１男子上級 中岸　愛琉⽃ 内田塾 洲﨑　耕太郎 正樹道場

小１⼥子上級 鰐部　瑛南 空身館 小島　美紗 拳悠会

小２男子上級 髙井　啓夏 澤崎道場 野﨑　颯⽃ 正樹道場

小２⼥子上級 吉田谷　蘭 空身館 野﨑　優那 今庄

小３男子上級 石塚　雄陽 自然拳法 ⽵内　⻁和 自然拳法

小３⼥子上級 守田　妃吹 極真浜井石川 鰐部　⽐奈子 空身館

小４男子上級（34㎏未満） 吉田谷　徠翔 空身館 京谷　恵太朗 武奨館

小４男子上級（34kg以上） 日⽐野　蓮 極真浜井愛知 奥村　珀⽃ 武奨館

小４⼥子上級（34㎏未満） 藤野　姫安 極真⽵吉 三宅　愛瑠 極真浜井石川

小５男子上級（38㎏未満） 畑　日丸 眞琉會 守田　琥伯 極真浜井石川

小５男子上級（38kg以上） ⾦城　壮志 誠會 菊田　真翔 武奨館

小５⼥子上級（38㎏未満） 水上　愛粋 極真浜井石川 石塚　睦美 自然拳法

小６男子上級（43㎏未満） 三宅　蕾庵 極真浜井石川 末松　大 極真浜井愛知

小６男子上級（43㎏以上） 小川　大雅 自然拳法 宮田　康希 武徳心

小６⼥子上級（43㎏未満） 堺　夏蓮 正樹道場 脇内　陽愛 山口道場

小６⼥子上級（43㎏以上） 東　椿姫 極真浜井石川

中１⼥子 後藤　ななみ 武奨館（47kg未満） 浜谷　真衣 極真髙橋（47kg以上） 山下　葵 光川道場（47kg以上）

中２・３⼥子 菊田　真琴 武奨館（52kg以上） 前多　沙耶 拳悠会（52kg未満） 脇内　結愛 山口道場（52kg未満）

中１男子（50㎏未満） 杉本　開輝 鯖江第一 川口　仁佑熙 大東流

中１男子（50㎏以上） 瀬藤　厳太 極真尾張名古屋 柿本　雄亮 拳悠会

中２・３男子（55kg未満） 横山　達也 眞琉會 福井　悠太 武奨館

中２・３男子（55kg以上） 大村　宙夢 拳悠会

高１男子（60kg未満） 安⻫　俊⼈ 武奨館

高１男子（60kg以上） 福井　啓太 武奨館

高２・３男子（65kg未満） 前田　翔太 極真髙橋 下迫　禎騎 ⾦津

※上位２名が出場権獲得のため、表彰数が少ない部門においては、表彰外の選手も出場権獲得者となっております。
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第8回北陸地区空手道交流戦における
第１１回全日本空手道選手権大会出場権利獲得者

令和元年８⽉１１日
会場︓福井県⽴武道館


