
第10回北信越学生空手道選手権大会　大会結果
平成3１年４月１４日（日）　富山県総合体育センター

カテゴリー
幼年男女混合 奥村　真大 武奨館吉村道場 石川 佐藤　桃 大心館 愛知 島岡　　蓮 極真会館　浜井派 石川 金曽　将人 極真会館　浜井派 石川

小学1年男子 今西　應介 極真会館　関西総本部 大阪 多野　龍心 極真会館　石川県竹吉道場 石川 海野　光明 極真会館　高橋道場 福井

小学１年女子 仲摩　玲那 新誠會 静岡

小学２年男子 早川　友基 大心館 愛知 佐藤　龍 大心館 愛知 野地川　煌生 大心館 愛知 水野　三太 大心館 愛知

小学２年女子 金曽　梨子 極真会館　浜井派 石川 中山　星來 桜塾 京都 中村　吏杏 新誠會 静岡

小学３年男子 泉　　宗汰 武奨館吉村道場 富山 重松　佑星 大心館 愛知 西山　大翔 無心拳 三重 東　　一心 極真会館　浜井派 石川

小学３年女子 後藤　かれん 武奨館吉村道場 富山 中村　結愛 川田道場 福井 小谷　愛桜 極真会館　関西総本部 大阪 上村　美波 極真会館　埼玉県今井道場 埼玉

小学４年男子 池田　瑛都 極真会館　浜井派 石川 宮田　耀太 福山道場 兵庫 中村　弦楽 極真会館　石川県竹吉道場 石川 牧野　輝志 正援塾 大阪

小学４年女子 渡邉　　藍 桜塾 岐阜 野嶋　　紗 新誠會 静岡 奥山　智夏 極真会館　田畑道場 山形 馬田　いちか 極真会館　高橋道場 福井

小学５年男子 髙木　悠生 眞琉會 石川 鎌田　凌真 眞琉會 石川 嶋本　結和 極真会館　熊本県早田道場 熊本 髙木　康生 眞琉會 石川

小学５年女子 堀田　みず希 千山道場 富山 早川　心和 空身館 愛知 斎藤　桃華 極真会館　石川県竹吉道場 石川 田辺　心彩 極真会館　小井道場 富山

小学６年男子 浜名　凌希 極真会館　浜井派 石川 山中　一成 極真会館　東京都佐藤道場 東京 佐藤　　遼 村上道場 宮城 早川　僚祐 大心館 愛知

小学６年女子 土田　萌華 極真会館　石川県竹吉道場 石川 森田　萌絵 極真会館　埼玉県今井道場 埼玉 砂子　うの 蹴拳塾 富山 森田　萌絵 極真会館　埼玉県今井道場 埼玉

中学１年男子軽量 中村　　陸 極真会館　石川県竹吉道場 石川 清家　莞和 極真会館　関西総本部 大阪 山本　賢太郎 極真会館　関西総本部 大阪 若林　立樹 極真会館　小井道場 富山

中学１年男子重量 丹羽　篤暉 極真会館　小井道場 富山 藤岡　真叶 極真会館　関西総本部 大阪 鈴木　斗大 極真会館　安斎道場 福島 高橋　莉玖 正援塾 大阪

中学１年女子 柳原　杏胡 極真会館　高橋道場 福井 石原　まりん 極真会館　田畑道場 山形 後藤　ななみ 武奨館吉村道場 富山 嶋本　優那 極真会館　熊本県早田道場 熊本

中学２年男子軽量 中山　星音 桜塾 京都 小此内　㮈芽 極真会館　浜井派 石川 任田　倖介 極真会館　三重橋本道場 三重 中村　翔真 新誠會 静岡

中学２年男子重量 山下　源太 武神會 福岡 石井　　翔 極真会館　田畑道場 山形 錦戸　煌季 福光拳正館 富山 Oskenbay Abay極真会館　カザフスタン カザフ

中学２年女子 真田　美桜 極真会館　浜井派 石川 奥山　情香 極真会館　田畑道場 山形 仲澤紅瑠美 極真会館　東京都紅衛会道場 東京 平手　心麗 大心館 愛知

中学３年男子軽量 大嶽　英雅 桜塾 愛知 藤井信之介 顕正会館 大阪 吉田　　準 極真会館　関西総本部 大阪 下川　碧輝 極真会館　石川県竹吉道場 石川

中学３年男子重量 坂田　大空 眞琉會 石川 川瀬　稜翔 吉塚道場 福井 松嶋　城弥 勝連塾 福井 渡邉　和哉 神武館 山形

中学３年女子 安田　彩希子 極真会館　小井道場 富山 小林　咲月 琉道會館 兵庫 森田　茉梨 極真会館　埼玉県今井道場 埼玉 林　　美月 眞琉會 石川

高校1年男子軽量 川村　風矢 極真会館　神奈川県井上道場 神奈川 和田　琉騎 極真会館　東京都紅衛会道場 東京 Kamzayev Sanzhar極真会館　カザフスタン カザフ 丹羽　夕暉 極真会館　小井道場 富山

高校1年男子重量 竹内　一世 極真会館　長谷場派前田道場 兵庫 Nurmak Adilet 極真会館　カザフスタン カザフ

高校2・3年男子軽量 藤井　大地 顕正会館 大阪 杉谷　竜生 極真会館　小井道場 富山 藤川　　匠 西武台高等学校 埼玉 鳥居　寛司 極真会館　浜井派 愛知

高校2・3年男子重量 井口　宗大 極真会館　三重橋本道場 三重 山中　湧介 極真会館　小井道場 富山

高校女子軽量 矢野　冴來 極真会館　関西総本部 大阪 嶋本　美優 極真会館　熊本県早田道場 熊本

高校女子重量 Imogen　Tulk 極真会館　オーストラリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ Kussainova Aida 極真会館　カザフスタン カザフ

第14回富山県空手道選手権大会　大会結果
平成3１年４月１４日（日）　富山県総合体育センター
カテゴリー
（初級）小学１年男子 石川　竪人 白蓮会館　 富山

（初級）小学２年男子 川上　勇真 極真会館　浜井派 石川 大坪　海斐 武奨館吉村道場 富山 八沢　光哉 極真会館　三重橋本道場 三重 前出　大翔 極真会館　浜井派 石川

（初級）小学３年男子 田中　大翔 極真会館　浜井派 石川 吉村　　悠 創拳塾 石川

（初級）小学５年男子 安吉　賢太郎 極真会館　小井道場 富山 石瀬　萱太 白蓮会館　 富山

（初級）小学６年女子 Altekova Zhibek 極真会館　カザフスタン カザフ 廣田菜々美 極真会館　東京都佐藤道場 東京

一般女子初・中級 齊藤　智世 極真会館　高橋道場 福井 玉榮　明奈　 蹴拳塾 富山

一般男子初・中級 橋本　友和 極真会館　小井道場 富山 猪島　隆雄 極真会館　小井道場 富山

一般男子壮年Ａ（40才以上） Dmitrij　Videnin 極真会館　ドイツ ドイツ 池内　康二 極真会館　小井道場 富山

一般男子壮年Ｂ（50才以上） 橋本　浩嗣 極真会館　三重橋本道場 三重 山　　茂治 眞琉會 石川

一般女子初・中級 玉榮　明奈　 蹴拳塾 富山

一般女子上級・軽量 石野　まこと 桜塾 京都

一般女子上級・重量 土田　涼華 極真会館　石川県竹吉道場 石川

一般男子上級・軽量 桝田　諒介 極真会館　浜井派 石川 山田　悠矢 極真会館　小井道場 富山

一般男子上級・重量 林　　吉夫 極真会館　関西総本部 大阪 澤田　大嗣 極真会館　浜井派 石川

北信越学生大会は、グランドチャンピオン権利上、入賞に関係なく順位付けされています！
優　　　勝 準　優　勝 第　３　位（優勝者に敗退） 第　３　位（準優勝者に敗退）
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