
部門

1 年中（男⼥混合） 前出　大稀 極真浜井石川 桝田　智也 極真浜井石川

2 年⻑（男⼥混合） 藤田　莉王 L.A.GYM藤田道場 島岡　蓮 極真浜井石川 ⾦曽　将⼈ 極真浜井石川 土井　煌士 今⽴

4 小１初級 菱沼　拓隼 極真浜井石川 海野　光明 極真髙橋 江⼾　瑛太郎 澤崎道場 矢川　美空 士衛塾石川

5 小１男子上級 板橋　永樹 正道会館正天會 坂井　風天 極真浜井石川

6 小１⼥子上級 小島　美紗 拳悠会

7 小２初級 大坪　海斐 武奨館 織田　晟弥 澤崎道場 奥田　陸⽃ 澤崎道場 佐藤　暖真 澤崎道場

8 小２男子上級 池田　心羽 極真浜井石川 岡崎　陽 川田道場 鎌倉　朱良 極真浜井石川 川上　勇真 極真浜井石川

9 小２⼥子上級 野﨑　優那 今庄

10 小３男子初級 喜多　夏己 澤崎道場 海野　賢眞 極真髙橋 浅川　颯真 吉塚道場 小泉　颯大 鯖江

11 小３男子上級軽量級 東　一心 極真浜井石川 道浦　慶太 小浜

12 小３男子上級重量級 奥村　勇仁 士衛塾石川 橋本　玲⽣ 武⽣

13 小３⼥子初級 横山　夢依 正道会館正天會 中村　美来 豪拳会

14 小３⼥子上級軽量級 堺　花帆 正樹道場 中村　結愛 川田道場

15 小３⼥子上級重量級 守田　妃吹 極真浜井石川

16 小４男子初級 山本　篤輝 川田道場 竹本　啓秀 澤崎道場 前田　大翔 士然塾 増田　匡佑 士然塾

17 小４男子上級軽量級 大坪　朔空 武奨館 京谷　恵太朗 武奨館 荒野　一毅 ⿅島塾 大島　利輝 極真浜井石川

18 小４男子上級重量級 奥村　珀⽃ 武奨館 東　佑來 武奨館

19 小４・5⼥子初級 茶谷　乃愛 極真竹吉

20 小４⼥子上級軽量級 林　くる未 極真浜井石川 藤野　姫安 極真竹吉

22 小５男子初級 ⻘⽊　佑⽃ 極真髙橋 嶋﨑　瑛亮 南越前 東田　和馬 鯖江 梅田　歩知 吉塚道場

23 小５男子上級軽量級 吉村　來輝 極真髙橋 守田　琥伯 極真浜井石川 高岡　真央 極真髙橋 ⻄川　悠太 澤崎道場
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24 小５男子上級重量級 中川　透亜 極真浜井愛知 笠井　翔愛 川田道場

26 小５⼥子上級軽量級 吉田　暖海 武奨館 野﨑　彩那 今庄

27 小５・６⼥子上級重量級 東　椿姫 極真浜井石川

28 小６男子初級 髙屋　大介 ⾦津 石原　悠伍 今⽴

29 小６男子上級軽量級 塚田　永遠 澤崎道場 喜佐　映⽃ 武奨館

30 小６男子上級重量級 山田　泰聖 士衛塾総本部

32 小６⼥子上級軽量級 堺　夏蓮 正樹道場 山﨑　葵 武奨館

34 中学⼥子 ⻘山　桐子 澤崎道場 柳原　杏胡 極真髙橋

38 中１男子軽量級 杉本　開輝 鯖江第一

39 中１男子重量級 柿本　雄亮 拳悠会

40 中２・３男子軽量級 田中　佑昌 今⽴ 野村　春⽃ 極真髙橋

41 中２・３男子重量級 大村　宙夢 拳悠会 福井　悠太 武奨館

42 高校男子軽量級 中村　練 鯖江 安齊　俊⼈ 武奨館

43 高校男子重量級 福井　啓太 武奨館

46 一般⼥子無差別 ⿊川　朱梨 福井 酒井　絵理⾹ 吉塚道場

47 シニア軽量級 伊藤　謙二 ⾦津 手賀　晴信 鯖江

48 シニア重量級 渡辺　猛 鯖江 松澤　宏和 山口道場

51 一般男子初級　軽量級 藤元　凌羅 講武館 谷村　温⼈ 講武館

52 一般男子初級　重量級 ⾦山　久稔 士衛塾石川 栗本　響輝 講武館

53 一般男子無差別 澤田　大嗣 極真浜井石川 岡本　恭弥 武⽣



部門

2 年⻑（男⼥混合） 藤田　莉王 L.A.GYM藤田道場 島岡　蓮 極真浜井石川 ⾦曽　将⼈ 極真浜井石川 土井　煌士 今⽴

5 小１男子上級 板橋　永樹 正道会館正天會 坂井　風天 極真浜井石川 多野　龍⼼ 極真竹吉 ⾼⻄　佑舞 L.A.GYM藤田道場

6 小１⼥子上級 小島　美紗 拳悠会 林　なな実 極真浜井石川

8 小２男子上級 池田　⼼羽 極真浜井石川 岡崎　陽 川田道場 川上　勇真 極真浜井石川 鎌倉　朱良 極真浜井石川

9 小２⼥子上級 野﨑　優那 今庄 笠井　⼀花 川田道場 田邊　玲⾐ 小浜

11 小３男子上級軽量級 東　⼀⼼ 極真浜井石川 道浦　慶太 小浜 小中　愛⻁ 小浜 宮本　悠臣 福井

12 小３男子上級重量級 奥村　勇仁 士衛塾石川 橋本　玲⽣ 武⽣ 髙野　颯 武奨館 田辺　⼀颯 鯖江

14 小３⼥子上級軽量級 堺　花帆 正樹道場 中村　結愛 川田道場 柿本　莉沙 拳悠会 細川　愛莉 L.A.GYM藤田道場

15 小３⼥子上級重量級 守田　妃吹 極真浜井石川 吹屋 咲妃 川田道場

17 小４男子上級軽量級 大坪　朔空 武奨館 京谷　恵太朗 武奨館 荒野　⼀毅 ⿅島塾 大島　利輝 極真浜井石川

18 小４男子上級重量級 奥村　珀斗 武奨館 東　佑來 武奨館 宇井　悠輔 極真竹吉 森﨑　獅絃 ⿅島塾

20 小４⼥子上級軽量級 林　くる未 極真浜井石川 藤野　姫安 極真竹吉 馬田　いちか 極真髙橋 川口　せつな 武奨館

23 小５男子上級軽量級 吉村　來輝 極真髙橋 守田　琥伯 極真浜井石川 ⾼岡　真央 極真髙橋 ⻄川　悠太 澤崎道場

24 小５男子上級重量級 中川　透亜 極真浜井愛知 笠井　翔愛 川田道場 澤　洸太朗 武奨館 上坂　芯 鯖江第⼀

26 小５⼥子上級軽量級 吉田　暖海 武奨館 野﨑　彩那 今庄 竹村　凛桜 極真髙橋 成田　ひまり 極真竹吉

27 小５・６⼥子上級重量級 東　椿姫 極真浜井石川 明城　結朱 武⽣第⼀

29 小６男子上級軽量級 塚田　永遠 澤崎道場 喜佐　映斗 武奨館 武島　哲平 極真⾦町道場 中村　翔成 川田道場

30 小６男子上級重量級 山田　泰聖 士衛塾総本部 田中　慶雅 拳悠会 白石　涼 豪拳会

32 小６⼥子上級軽量級 堺　夏蓮 正樹道場 山﨑　葵 武奨館 脇内　陽愛 山口道場 杉宮　茉奈 正樹道場

34 中学⼥子 ⻘山　桐子 澤崎道場 柳原　杏胡 極真髙橋 渡辺　真央 吉塚道場 千野　宥未愛 澤崎道場

38 中１男子軽量級 杉本　開輝 鯖江第⼀ 新谷　晟都 拳悠会

表彰外権利獲得者

第１１回オープントーナメント全福井空手道選手権大会における
第１２回全⽇本空手道選手権大会出場権利獲得者

令和２年１⽉２６⽇
会場︓福井県⽴武道館

優勝 ２位 ３位 ４位



39 中１男子重量級 柿本　雄亮 拳悠会 山本　悠釉 千山道場 林　優汰 極真髙橋

40 中２・３男子軽量級 田中　佑昌 今⽴ 野村　春斗 極真髙橋 尾関　晶 拳悠会 大久保　海晴 鯖江第⼀

41 中２・３男子重量級 大村　宙夢 拳悠会 福井　悠太 武奨館 大谷　⻯昇 鯖江第⼀ 山田　光輝 鯖江第⼀

42 ⾼校男子軽量級 中村　練 鯖江 安齊　俊⼈ 武奨館 前　隼斗 空柔館 下迫　禎騎 ⾦津

43 ⾼校男子重量級 福井　啓太 武奨館 千原　啓暉 武奨館 矢野　明⼼ 拳悠会

※上位４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。
※来年度における学年が、小学⽣〜⾼校⽣の選手が出場権獲得者となります。
　（本大会で⼊賞した選手も、来年度小学⽣〜⾼校⽣ではない選手は対象外となります。）
※本大会での表彰は３位が２名ですが、第１１回全⽇本大会ではトーナメント組み合わせをコンピュータにて⾃動的に⾏う関係で、
　対戦相手が優勝した選手を３位、準優勝だった選手を４位とさせていただきます。


