
第4回日本海カップ空手道「型」選手権大会　令和元年12月22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
第12回ＩＢＫＯ全日本空手道選手権大会「型の部」出場権利獲得者

個人戦 名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名 名前 道場名

選抜　幼年 奥村　真大 （武奨館鳴和） 金曽　将人 （極真浜井石川） 澤田　柊真 （極真坂本福井）

選抜　小学1年生 洲﨑　耕太郎 （正樹道場） 山崎　詩月 （尚道館）

選抜　小学2年生 川上　勇真 （極真浜井石川） 澤田　慶真 （極真坂本福井） 本田　咲蘭 （極真浜井石川） 高山　陽登 （世界闘英館）

選抜　小学3年生 後藤　かれん （武奨館高岡） 堺　 花帆 （正樹道場） 山野　世救人 （極真坂本福井） 田辺　一颯 （極真坂本福井）

選抜　小学4年生　男子 京谷　恵太朗 （武奨館砺波） 鈴木　開 （武奨館鳴和） 西沢　佳晟 （極真坂本福井） 柏樹　明仁 （上野道場）

選抜　小学4年生　女子 三宅　愛瑠 （極真浜井石川） 泉田　心渚 （世界闘英館） 寺井　美華 （武奨館富来） 吉川　怜央菜 （極真浜井愛知石川）

 選抜　小学5年生　男子 永井　樹 （神武館） 嶋﨑　瑛亮 （極真坂本福井） 戸屋　絆 （神武館） 山崎　龍之介 （尚道館）

 選抜　小学5年生　女子 齊藤　万結衣 （尚道館） 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）

 選抜　小学6年生　男子 三宅　蕾庵 （極真浜井石川） 喜佐　映斗 （武奨館志賀） 中村　聖絆 （士衛塾総本部） 中村　銀志 （極真石川竹吉）

 選抜　小学6年生　女子 木原　未夢 （武奨館高岡） 山﨑　葵 （武奨館志賀） 上野　莉子 （上野道場） 杉宮　茉奈 （正樹道場）

選抜　中学男子 小此内　捺芽 （極真浜井石川） 田中　佑昌 （極真坂本福井） 上馬　宏太 （極真浜井石川） 佐藤　千裕 （士衛塾総本部）

選抜　中学女子 前川　久美子 （尚道館） 喜多　晃子 （武奨館小松） 上野　茉子 （上野道場） 笹倉　優緋 （尚道館）

選抜　マスターズ男子 林　秀雄 （極真坂本福井）

選抜　シニア男子 田村　学 （講武館）

選抜　シニア女子 日尾　雅美 （武奨館砺波）

選抜　一般男子 巻田　雄一 （極真浜井石川） 坂口　巧 （マリー空手クラブ） 指江　琉威 （正樹道場）

選抜　一般女子 新田　華子 （極真浜井石川） 井上　理緒 （尚道館） 　澤田　麻衣子 （極真坂本福井）

団体戦

選抜　小学生　低学年

選抜　中学生

DUO

中学生
笹倉　優緋・前川　久美子 （尚道館） 田中　佑昌・大久保　海晴 （極真坂本福井）

三宅　蕾庵・東　椿姫 （極真浜井石川） 福島　璃空・水木　心輝 （武奨館）

小学生
永井　樹・戸屋　絆 （神武館） 泉田　心渚・高山　陽登 （世界闘英館）

野﨑　優那・澤田　慶真 （極真坂本福井） 山崎　龍之介・大坂　元 （尚道館）

（マリー空手クラブ）

名前 道場名 名前 道場名

武奨ファースト （武奨館） チーム志賀！ （武奨館）

選抜　一般
傑士會 （極真浜井石川） マリー特選上ロース（塩） （マリー空手クラブ）

マリー上きの子（すき焼きのタレ）

選抜　小学生　高学年
Romance Triangle．Season2．After that （極真坂本福井） 武奨　ト・ナ・ミ！ （武奨館）

少年隊 （極真坂本福井） 羽咋少女隊 （極真浜井石川）

チーム名 道場名 チーム名 道場名

Romance Triangle．Season3 （極真坂本福井）



第4回日本海カップ空手道「型」選手権大会　令和元年12月22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 山崎　旦陽 （武奨館高岡） 辻元　明良 （武奨館金沢中央）

初級　小学1・2年生　 山﨑　大誠 （極真坂本福井） 中　旺世 （正樹道場） 角谷　悠莉 （極真石川竹吉） 井上　篤人 （極真石川竹吉）

堀口　向日葵 （武奨館金沢中央） 星野　銀斗 （尚道館）

田計　孔大 （尚道館） 山田　知輝 （極真坂本福井）

初級　小学5・6年生　 原田　優愛 （尚道館） 澤田　蒼汰 （武奨館砺波）

中級　小学1・2年生 浜田　伊槻 （武奨館七尾） 赤星　世絆 （極真坂本福井）

中級　小学3年生　 高畑　佑丞 （尚道館） 関沼　慶悟 （尚道館） 西田　洋輝 （正樹道場） 辻元　涼太 （武奨館金沢中央）

田中　颯真 （武奨館砺波） 福島　一歌 （武奨館砺波）

加藤　凜音 （清空館） 鷲北　陽向子 （武奨館高岡）

中級　小学5・6年生　 福島　璃空 （武奨館砺波） 吉野　悠之 （武奨館金沢中央） 赤塚　郁哉 （尚道館） 田澤　 心 （士衛塾総本部）

中級　中学生 谷井　沙弥香 （尚道館）

中級　一般 中村　綸 （講武館） 岡　   鼓 （講武館） 足立　椋 （講武館） 谷村　温人 （講武館）

選抜　幼年 奥村　真大 （武奨館鳴和） 金曽　将人 （極真浜井石川）

選抜　小学1年生 洲﨑　耕太郎 （正樹道場）

選抜　小学2年生 川上　勇真 （極真浜井石川） 澤田　慶真 （極真坂本福井） 本田　咲蘭 （極真浜井石川） 高山　陽登 （世界闘英館）

選抜　小学3年生 後藤　かれん （武奨館高岡） 堺　 花帆 （正樹道場） 山野　世救人 （極真坂本福井） 田辺　一颯 （極真坂本福井）

選抜　小学4年生　男子 京谷　恵太朗 （武奨館砺波） 鈴木　開 （武奨館鳴和） 西沢　佳晟 （極真坂本福井） 柏樹　明仁 （上野道場）

選抜　小学4年生　女子 三宅　愛瑠 （極真浜井石川） 泉田　心渚 （世界闘英館） 寺井　美華 （武奨館富来） 吉川　怜央菜 （極真浜井愛知石川）

 選抜　小学5年生　男子 永井　樹 （神武館） 嶋﨑　瑛亮 （極真坂本福井） 戸屋　絆 （神武館） 山崎　龍之介 （尚道館）

 選抜　小学5年生　女子 齊藤　万結衣 （尚道館） 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）

 選抜　小学6年生　男子 三宅　蕾庵 （極真浜井石川） 喜佐　映斗 （武奨館志賀） 中村　聖絆 （士衛塾総本部） 中村　銀志 （極真石川竹吉）

 選抜　小学6年生　女子 木原　未夢 （武奨館高岡） 山﨑　葵 （武奨館志賀） 上野　莉子 （上野道場） 杉宮　茉奈 （正樹道場）

大澤　寿馬 （士衛塾総本部） 中村　仁 （極真坂本福井）

大久保　海晴 （極真坂本福井） 野口　和矢 （武奨館鳴和）

選抜　中学女子 前川　久美子 （尚道館） 喜多　晃子 （武奨館小松） 上野　茉子 （上野道場） 笹倉　優緋 （尚道館）

選抜　ﾏｽﾀｰｽﾞ・ｼﾆｱ男女 日尾　雅美 （武奨館砺波） 林　秀雄 （極真坂本福井）

選抜　一般男子 巻田　雄一 （極真浜井石川） 坂口　巧 （マリー空手クラブ）

選抜　一般女子 新田　華子 （極真浜井石川） 井上　理緒 （尚道館）

　初中級　小学生高学年

初中級　一般

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

中学生

家族演武戦

幼年初級　努力賞 原田　恵多 （武奨館鳴和） 坂下　楓 （武奨館小松） 篠川　夢音 （武奨館金沢中央） 篠川　凜音 （武奨館金沢中央）

階級
優勝 準優勝 3位 3位 ベスト8

初級　小学3・4年生　 藤井　理央 （尚道館） 林　  芭音 （武奨館金沢中央） 松元 光河 （極真坂本福井） 吉野　崇之 （武奨館金沢中央）

（武奨館高岡） 佐藤　奨悟 （尚道館）

選抜　中学男子 小此内　捺芽 （極真浜井石川） 田中　佑昌 （極真坂本福井） 上馬　宏太 （極真浜井石川）

中級　4年生　 大坂　 元 （尚道館） 上滝　悠史 （尚道館） 橘　  明輝

佐藤　千裕 （士衛塾総本部）

団体戦
優勝 準優勝

チーム名 道場名 チーム名 道場名

Romance Triangle．Season3 （極真坂本福井）

Romance Triangle．Season2．After that （極真坂本福井） 武奨　ト・ナ・ミ！ （武奨館）

歩兵36連隊 （極真坂本福井）

ママsun's in 砺波 （武奨館）

DUO
優勝 準優勝

名前 道場名 名前 道場名

武奨ファースト （武奨館）

傑士會 （極真浜井石川） マリー特選上ロース（塩） （マリー空手クラブ）

DUO
優勝 準優勝

名前 道場名

小学生

永井　樹・戸屋　絆 （神武館） 泉田　心渚・高山　陽登 （世界闘英館）

3位 4位

名前 道場名 名前

名前 道場名

笹倉　優緋・前川　久美子 （尚道館） 田中　佑昌・大久保　海晴 （極真坂本福井）

道場名

野﨑　優那・澤田　慶真 （極真坂本福井） 山崎　龍之介・大坂　元 （尚道館）

竹村　瑠梨・樺菜 （マリー空手クラブ） 菊田　真理子・真琴・真翔 （武奨館）

家族演武戦
優勝 準優勝

名前 道場名 名前 道場名


