
部門

年中 奥村　真大 武奨館 ⾦曽　将⼈ 極真浜井石川県

年⻑⼥⼦ 小島　美紗 拳悠会

年⻑男⼦ 多野　龍⼼ 極真竹吉 ⾼⻄　佑舞 L.A.GYM藤田道場

小１初級 山田　蓮 武奨館 岡崎　陽 川田道場 柳⾕　龍汰 武奨館 大坪　海斐 武奨館

小１男⼦上級 酒井　陽向 ⽴志会 野村　風満 眞琉會

小１⼥⼦上級 ⾦曽　梨⼦ 極真浜井石川県 野﨑　優那 今庄

小２初級 ⻄田　洋輝 正樹道場 宮本　悠臣 福井 堀川　凜⽣ 極真髙橋 小中　愛⻁ 小浜

小２男⼦上級 小﨑　太雅 真誠塾 石塚　雄陽 自然拳法 東　一⼼ 極真浜井石川県 橋本　玲⽣ 武⽣

小２⼥⼦上級 中村　結愛 川田道場 吹屋　咲妃 川田道場

小３男⼦初級 山本　篤輝 川田道場 林　聖琉 清空館 ⻄岡　⾳勇 正樹道場 浦田　悠翔 南越前

小３男⼦上級軽量級 大坪　朔空 武奨館 中村　弦楽 極真竹吉 龍瀧　瑠偉 極真浜井石川県 京⾕　恵太朗 武奨館

小３男⼦上級重量級 北島　奏汰 自然拳法 奥村　珀斗 武奨館 池田　康晟 極真浜井石川県 平野　秀悟 L.A.GYM藤田道場

小３⼥⼦初級 萬⾕　愛⾥穂 武奨館

小３⼥⼦上級軽量級 山本　萌乃 昇⼼塾 藤野　姫安 極真竹吉 三宅　愛瑠 極真浜井石川県 石川　夏漣 武双

小４男⼦初級 松浦　聖 澤崎道場 吉村　來輝 澤崎道場 石原　玄育 自然拳法 渡辺　芯 極真髙橋

小４男⼦上級軽量級 ⿊川　真太朗 極真髙橋 鎌田　凌真 眞琉會 本⾺　仁⻁ 矢郷道場 濵﨑　蓮 王⼦保

小４男⼦上級重量級 菊田　真翔 武奨館 畑　日丸 眞琉會 嶋田　海⾳ 極真髙橋 供田　大⼼ 極真浜井石川県

第１０回オープントーナメント全福井空手道選手権大会　大会結果 平成30年12⽉16日
会場︓福井県⽴武道館

優勝 ２位 ３位 ３位



小４⼥⼦初級 後藤　夏葵 眞琉會

小４⼥⼦上級軽量級 水上　愛粋 極真浜井石川県 野﨑　彩那 今庄

小４⼥⼦上級重量級 堀田　みず希 千山道場

小５男⼦初級 村上　僚 清空館 髙橋　晃 極真髙橋 髙屋　大介 ⾦津 下迫　祐仁 ⾦津

小５男⼦上級軽量級 酒井　暖 ⽴志会 佐野　快吏 眞琉會 喜佐　映斗 武奨館 塚田　永遠 澤崎道場

小５男⼦上級重量級 東⾕　昂征 澤崎道場 浜名　凌希 極真浜井石川県 河﨑　海翔 眞琉會 武田　幸 拳悠会

小５⼥⼦初級 東　椿姫 極真浜井石川県

小５⼥⼦上級軽量級 土田　萌華 極真竹吉

小６男⼦初級 中澤　相斗 澤崎道場 磯川　⻯之介 ⾦津 杉本　開輝 鯖江第一 木村　颯紀 士然塾

小６男⼦上級軽量級 中村　陸 極真竹吉 辻野　⽣希 今庄 野関　直弥 拳聖館 堀田　陸 武奨館

小６男⼦上級重量級 山本　悠釉 千山道場

小６⼥⼦上級軽量級 水上　莉愛 極真浜井石川県 後藤　ななみ 武奨館

小６⼥⼦上級重量級 柳原　杏胡 極真髙橋 吉澤　詩桜 千山道場

中学⼥⼦ 筒井　ふたば 武奨館

中１男⼦軽量級 小此内　捺芽 極真浜井石川県 野村　春斗 極真髙橋 遠藤　大羅 極真竹吉 大久保　海晴 鯖江第一

中１男⼦重量級 北嶋　寛大 極真髙橋 越田　泰雅 L.A.GYM藤田道場

中２・３男⼦軽量級 葛⾕　海⼈ 大⼼館 佃　玲偉 極真浜井石川県 尾関　晶 拳悠会 横山　達也 眞琉會

中２・３男⼦重量級 箸本　愛与 嶋田塾

⾼１男⼦軽量級 中村　練 鯖江 前田　翔太 極真髙橋



⾼１男⼦重量級 箸本　雄大 嶋田塾

⾼２・３男⼦ 軽量級 鳥居　寛司 極真浜井静岡・愛知県

⾼２・３男⼦重量級 岡本　恭弥 武⽣

一般⼥⼦無差別 辻脇　望 鯖江

シニア軽量級 渡辺　猛 鯖江 中村　誠 鯖江

シニア重量級 宮本　清孝 福井 藤田　正⾏ 士衛塾石川

一般男⼦初級　軽量級 中出　⻯希 執⼼会 津田　雄介 山口道場 相⾺　啓臣 空柔館 ⾕口　涼佑 講武館

一般男⼦初級　重量級 大森　旭真 講武館 藤本　和也 講武館

一般男⼦無差別 外⾕　由河 武奨館 平井　貴大 鯖江



部⾨

2 年⻑⼥⼦ ⼩島　美紗 拳悠会 橋本　玲奈 武⽣

3 年⻑男⼦ 多野　⿓⼼ 極真⽵吉 ⾼⻄　佑舞 L.A.GYM藤⽥道場 板橋　永樹 正道会館正天會 海野　光明 極真髙橋

5 ⼩１男⼦上級 酒井　陽向 ⽴志会 野村　⾵満 眞琉會 ⼋⽊　⼤洋 極真浜井⽯川県 ⻄沢　侑兼 鯖江第⼀

6 ⼩１⼥⼦上級 ⾦曽　梨⼦ 極真浜井⽯川県 野﨑　優那 今庄 笠井　⼀花 川⽥道場 平阪　⼰乃⽻ 眞琉會

8 ⼩２男⼦上級 ⼩﨑　太雅 真誠塾 ⽯塚　雄陽 ⾃然拳法 東　⼀⼼ 極真浜井⽯川県 橋本　玲⽣ 武⽣

9 ⼩２⼥⼦上級 中村　結愛 川⽥道場 吹屋　咲妃 川⽥道場 後藤　かれん 武奨館 松浦　⽉那 空柔館

11 ⼩３男⼦上級軽量級 ⼤坪　朔空 武奨館 中村　弦楽 極真⽵吉 ⿓瀧　瑠偉 極真浜井⽯川県 京⾕　恵太朗 武奨館

12 ⼩３男⼦上級重量級 北島　奏汰 ⾃然拳法 奥村　珀⽃ 武奨館 池⽥　康晟 極真浜井⽯川県 平野　秀悟 L.A.GYM藤⽥道場

14 ⼩３⼥⼦上級軽量級 ⼭本　萌乃 昇⼼塾 藤野　姫安 極真⽵吉 三宅　愛瑠 極真浜井⽯川県 ⽯川　夏漣 武双

17 ⼩４男⼦上級軽量級 ⿊川　真太朗 極真髙橋 鎌⽥　凌真 眞琉會 本⾺　仁⻁ ⽮郷道場 濵﨑　蓮 王⼦保

18 ⼩４男⼦上級重量級 菊⽥　真翔 武奨館 畑　⽇丸 眞琉會 嶋⽥　海⾳ 極真髙橋 供⽥　⼤⼼ 極真浜井⽯川県

20 ⼩４⼥⼦上級軽量級 ⽔上　愛粋 極真浜井⽯川県 野﨑　彩那 今庄 吉⽥　暖海 武奨館 村中　彩 豪拳会

21 ⼩４⼥⼦上級重量級 堀⽥　みず希 千⼭道場 明城　結朱 武⽣第⼀

23 ⼩５男⼦上級軽量級 酒井　暖 ⽴志会 佐野　快吏 眞琉會 喜佐　映⽃ 武奨館 塚⽥　永遠 澤崎道場

24 ⼩５男⼦上級重量級 東⾕　昂征 澤崎道場 浜名　凌希 極真浜井⽯川県 河﨑　海翔 眞琉會 武⽥　幸 拳悠会

26 ⼩５⼥⼦上級軽量級 ⼟⽥　萌華 極真⽵吉

第１０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１１回全⽇本空⼿道選⼿権⼤会出場権利獲得者

平成30年12⽉16⽇
会場︓福井県⽴武道館

優勝 ２位 ３位 ４位



部⾨ 優勝 ２位 ３位 ４位

29 ⼩６男⼦上級軽量級 中村　陸 極真⽵吉 辻野　⽣希 今庄 野関　直弥 拳聖館 堀⽥　陸 武奨館

30 ⼩６男⼦上級重量級 ⼭本　悠釉 千⼭道場 柿本　雄亮 拳悠会 内藤　京介 ⼠然塾

32 ⼩６⼥⼦上級軽量級 ⽔上　莉愛 極真浜井⽯川県 後藤　ななみ 武奨館 ⽊村　彩結 正道会館正天會 千野　宥未愛 澤崎道場

33 ⼩６⼥⼦上級重量級 柳原　杏胡 極真髙橋 吉澤　詩桜 千⼭道場 藤原　陽依 今庄 中町　來未 空柔館

34 中学⼥⼦ 筒井　ふたば 武奨館 前多　沙耶 拳悠会 真⽥　美桜 極真浜井⽯川県

38 中１男⼦軽量級 ⼩此内　捺芽 極真浜井⽯川県 野村　春⽃ 極真髙橋 遠藤　⼤羅 極真⽵吉 ⼤久保　海晴 鯖江第⼀

39 中１男⼦重量級 北嶋　寛⼤ 極真髙橋 越⽥　泰雅 L.A.GYM藤⽥道場 ⼤⾕　⻯昇 鯖江第⼀ ⼭⽥　光輝 鯖江第⼀

40 中２・３男⼦軽量級 葛⾕　海⼈ ⼤⼼館 佃　玲偉 極真浜井⽯川県 尾関　晶 拳悠会 横⼭　達也 眞琉會

41 中２・３男⼦重量級 箸本　愛与 嶋⽥塾 坂⽥　⼤空 眞琉會

42 ⾼１男⼦軽量級 中村　練 鯖江 前⽥　翔太 極真髙橋 五⼗嵐　奏思 ⽮郷道場 下迫　禎騎 ⾦津

43 ⾼１男⼦重量級 箸本　雄⼤ 嶋⽥塾 ⽮野　明⼼ 拳悠会

44 ⾼２・３男⼦ 軽量級 ⿃居　寛司 極真浜井静岡・愛知県 加藤　翼 極真髙橋 森下　聖 創拳塾

45 ⾼２・３男⼦重量級 岡本　恭弥 武⽣ 清⽔　空河 空柔館

※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。


