
第第第第６６６６回回回回　　　　全福井大会全福井大会全福井大会全福井大会クラスクラスクラスクラス別入賞者一覧表別入賞者一覧表別入賞者一覧表別入賞者一覧表

開催日：平成26年11月30日

場所　：福井県立武道館

階級番号 クラス

1 幼年 出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 西巻西巻西巻西巻　　　　里音里音里音里音 極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島 小林小林小林小林　　　　唯吹唯吹唯吹唯吹 眞琉會眞琉會眞琉會眞琉會 髙木髙木髙木髙木　　　　悠生悠生悠生悠生 眞琉會眞琉會眞琉會眞琉會 髙木髙木髙木髙木　　　　康生康生康生康生

2 小１初級 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 石川石川石川石川　　　　輝音輝音輝音輝音 士然塾士然塾士然塾士然塾 林田林田林田林田　　　　倖來倖來倖來倖來 鯖江鯖江鯖江鯖江 安井安井安井安井　　　　爽悟爽悟爽悟爽悟 山口道場山口道場山口道場山口道場 水口水口水口水口　　　　新太新太新太新太

3 小１上級 出場権　４ 藤田道場藤田道場藤田道場藤田道場 川口川口川口川口　　　　一護一護一護一護 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 齊藤齊藤齊藤齊藤　　　　鳳人鳳人鳳人鳳人 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 高橋高橋高橋高橋　　　　來己來己來己來己 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 小川小川小川小川　　　　大雅大雅大雅大雅

4 小２初級 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 北島北島北島北島　　　　優吾優吾優吾優吾 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 後藤後藤後藤後藤　　　　ななみななみななみななみ 豪拳会豪拳会豪拳会豪拳会 嶋田嶋田嶋田嶋田　　　　美咲美咲美咲美咲 豪拳会豪拳会豪拳会豪拳会 細野細野細野細野　　　　ﾌｪﾘﾍﾟｹﾝｿﾞｳﾌｪﾘﾍﾟｹﾝｿﾞｳﾌｪﾘﾍﾟｹﾝｿﾞｳﾌｪﾘﾍﾟｹﾝｿﾞｳ

5 小２上級 出場権　４ 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 池端池端池端池端　　　　汐歩汐歩汐歩汐歩 政浦道場政浦道場政浦道場政浦道場 吉田吉田吉田吉田　　　　理壱理壱理壱理壱 政浦道場政浦道場政浦道場政浦道場 庵庵庵庵　　　　智哉智哉智哉智哉 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 小林小林小林小林　　　　麗美華麗美華麗美華麗美華

6 小３初級 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 地原地原地原地原　　　　桜雅桜雅桜雅桜雅 士然塾士然塾士然塾士然塾 吉田吉田吉田吉田　　　　唯人唯人唯人唯人 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 平平平平　　　　晃太晃太晃太晃太 極真髙橋極真髙橋極真髙橋極真髙橋 菅野菅野菅野菅野　　　　颯真颯真颯真颯真

7 小３上級 出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 板倉板倉板倉板倉　　　　未羽未羽未羽未羽 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 廣木廣木廣木廣木　　　　真優真優真優真優 士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川 田島田島田島田島　　　　誠章誠章誠章誠章 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 柴山柴山柴山柴山　　　　心愛心愛心愛心愛

8 小４初級 士然塾士然塾士然塾士然塾 秋元秋元秋元秋元　　　　爽太爽太爽太爽太 南越前南越前南越前南越前 谷口谷口谷口谷口　　　　遼翔遼翔遼翔遼翔 士然塾士然塾士然塾士然塾 髙佐髙佐髙佐髙佐　　　　大輝大輝大輝大輝 王子保王子保王子保王子保 小倉小倉小倉小倉　　　　一希一希一希一希

9 小４男子上級 出場権　４ 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 坂井坂井坂井坂井　　　　秀伍秀伍秀伍秀伍 藤田道場藤田道場藤田道場藤田道場 宮本宮本宮本宮本　　　　泰志泰志泰志泰志 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 西丸西丸西丸西丸　　　　黎黎黎黎 士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川 今村今村今村今村　　　　竜貴竜貴竜貴竜貴

10 小４女子上級 出場権　４ 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 柳澤柳澤柳澤柳澤　　　　玲来玲来玲来玲来 眞琉會眞琉會眞琉會眞琉會 筒井筒井筒井筒井　　　　ふたばふたばふたばふたば 極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島 山瀬山瀬山瀬山瀬　　　　茉緒茉緒茉緒茉緒 鯖江鯖江鯖江鯖江 髙橋髙橋髙橋髙橋　　　　知愛知愛知愛知愛

11 小５初級 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 柴山柴山柴山柴山　　　　泰雅泰雅泰雅泰雅 藤田道場藤田道場藤田道場藤田道場 坂田坂田坂田坂田　　　　樹軌樹軌樹軌樹軌 鯖江鯖江鯖江鯖江 小泉小泉小泉小泉　　　　祐介祐介祐介祐介 鯖江鯖江鯖江鯖江 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　空琉空琉空琉空琉

12

小５男子上級

38ｋｇ未満

出場権　４ 空柔館空柔館空柔館空柔館 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　祥太郎祥太郎祥太郎祥太郎 空身館空身館空身館空身館 西川西川西川西川　　　　創拳創拳創拳創拳 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 早川早川早川早川　　　　和輝和輝和輝和輝 坂本派座間道場坂本派座間道場坂本派座間道場坂本派座間道場 池田池田池田池田　　　　健将健将健将健将

13

小５男子上級

38ｋｇ以上

出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 田代田代田代田代　　　　廉廉廉廉
極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 福井福井福井福井　　　　啓太啓太啓太啓太 空柔館空柔館空柔館空柔館 澤野澤野澤野澤野　　　　敬思敬思敬思敬思 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 西巻西巻西巻西巻　　　　来人来人来人来人

14 小5女子上級 出場権　４ 士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川 柳川柳川柳川柳川　　　　葵葵葵葵 士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川 寺崎寺崎寺崎寺崎　　　　裕遊裕遊裕遊裕遊 士衛塾 高橋　伶奈 今庄 中川　梨里愛

15 小６初級 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 大島大島大島大島　　　　匠翔匠翔匠翔匠翔 南越前南越前南越前南越前 森下森下森下森下　　　　諒亮諒亮諒亮諒亮 鯖江鯖江鯖江鯖江 岩原岩原岩原岩原　　　　輝輝輝輝 鯖江鯖江鯖江鯖江 本田本田本田本田　　　　柊舞柊舞柊舞柊舞

16

小６男子上級

43ｋｇ未満

出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 佐久間佐久間佐久間佐久間　　　　凱凱凱凱 鯖江鯖江鯖江鯖江 中村中村中村中村　　　　練練練練 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 足立足立足立足立　　　　蓮蓮蓮蓮 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 早川早川早川早川　　　　悠太悠太悠太悠太

17

小６男子上級

43ｋｇ以上

出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐　　　　充充充充 自然拳法自然拳法自然拳法自然拳法 廣木廣木廣木廣木　　　　優哉優哉優哉優哉 澤崎道場 柳澤　優矢 川田道場 佐々木　爽太

18 小６女子上級 出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 小林小林小林小林　　　　麗於菜麗於菜麗於菜麗於菜 南越前南越前南越前南越前 藤野藤野藤野藤野　　　　純純純純 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 島島島島　　　　あすのあすのあすのあすの 極真浜井竹田極真浜井竹田極真浜井竹田極真浜井竹田 山形山形山形山形　　　　智香智香智香智香

19 中学１年女子 出場権 ２ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 横山横山横山横山　　　　凛奈凛奈凛奈凛奈 政浦道場 山本　愛来

20 中学２・３年女子 出場権　４ 士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨 藤巻藤巻藤巻藤巻　　　　明日香明日香明日香明日香 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 尾﨑尾﨑尾﨑尾﨑　　　　日菜日菜日菜日菜 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 高岡高岡高岡高岡　　　　彩乃彩乃彩乃彩乃 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 木村木村木村木村　　　　杏杏杏杏

21 中学１年男子 出場権　４ 極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村極真浜井吉村 清水清水清水清水　　　　蓮蓮蓮蓮 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 島島島島　　　　龍徒龍徒龍徒龍徒 鯖江鯖江鯖江鯖江 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　光司光司光司光司 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 南南南南　　　　悠悟悠悟悠悟悠悟

24 中学２･３年男子 出場権　４ 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 小林小林小林小林　　　　斗樹於斗樹於斗樹於斗樹於 極真浜井北川極真浜井北川極真浜井北川極真浜井北川 池上池上池上池上　　　　景偉景偉景偉景偉 今庄今庄今庄今庄 藤原藤原藤原藤原　　　　岳斗岳斗岳斗岳斗 大東流空手道大東流空手道大東流空手道大東流空手道 川口川口川口川口　　　　理揮理揮理揮理揮

25 高校男子無差別 出場権　４ 鯖江鯖江鯖江鯖江 辻脇辻脇辻脇辻脇　　　　大輔大輔大輔大輔 今庄今庄今庄今庄 河添河添河添河添　　　　絋誠絋誠絋誠絋誠 吉塚道場 清水　康平 武生 野口　たかし

26 一般女子 出場権獲得者 士衛塾士衛塾士衛塾士衛塾 佐久間佐久間佐久間佐久間　　　　凪凪凪凪 士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　帆南帆南帆南帆南

27 壮年男子軽量級 出場権獲得者 金津金津金津金津 下迫下迫下迫下迫　　　　美法美法美法美法 鯖江鯖江鯖江鯖江 本田本田本田本田　　　　拓矢拓矢拓矢拓矢

28 壮年男子重量級 出場権獲得者 士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川士衛塾石川 柳川柳川柳川柳川　　　　大大大大 士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨士衛塾山梨 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　龍吾龍吾龍吾龍吾

29

一般男子初級

65kg未満

出場権獲得者 小浜小浜小浜小浜 西本西本西本西本　　　　貴紀貴紀貴紀貴紀 正樹道場正樹道場正樹道場正樹道場 中村中村中村中村　　　　健太健太健太健太

30

一般男子男子初級

65kg以上

出場権獲得者 澤崎道場澤崎道場澤崎道場澤崎道場 三澤三澤三澤三澤　　　　毅俊毅俊毅俊毅俊 正樹道場正樹道場正樹道場正樹道場 物応物応物応物応　　　　佑介佑介佑介佑介

31 一般男子無差別 出場権獲得者 鯖江鯖江鯖江鯖江 半田半田半田半田　　　　亨介亨介亨介亨介 極真浜井竹田極真浜井竹田極真浜井竹田極真浜井竹田 堀岡堀岡堀岡堀岡　　　　風雅風雅風雅風雅 極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島極真浜井中島 沖田沖田沖田沖田　　　　大芽大芽大芽大芽

3位3位3位3位 3位3位3位3位優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 表彰外の出場権獲得者


