
2021北ノ庄杯争奪交流大会
カテゴリー 優 勝 準優勝 三位 三位

初 心 幼年の部
和田　岳士　　　　　　　　　　　　　
（神技館）

横井　萌亜菜　　　　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

初 心 小学１年男子の部
加藤　弘士郎　　　　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）
海道　大夢　　　　　　　

（極真髙橋道場）

初 心 小学１年女子の部
浅田　陽菜　　　　　　　　

（極真富山小井道場）

初 心 小学２年男子の部
毛利　颯佑　　　　　　　　

（極真富山小井道場）
刘　翔　　　　　　　　　　　

（極真富山小井道場）

初 心 小学２年女子の部
橋詰　優里菜　　　　　　　

（極真髙橋道場）

初 心 小学３年男子の部
武市　倫和　　　　　　　

（極真髙橋道場）
髙島　碧　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）

初 心 小学４年男子の部
大澤　麟太郎　　　　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）

初 心 小学４年女子の部
和田　幸々　　　　　　　　　　　　　
（神技館）

林　楓　　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

初 心 小学５年男子の部
文野　維吹　　　　　　　　　　　　　
（神技館）

初 級 小学１年男子の部
山中　康生　　　　　　　　

（極真東京佐藤道場）
青山　新汰　　　　　　　　

（極真富山小井道場）

初 級 小学１年女子の部
林　香莉菜　　　　　　　　

（極真東京佐藤道場）

初 級 小学２年男子の部
潮津　敢太　　　　　　　　
（武心会）

石田　魁聖　　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

各川　京佑　　　　　　　　
（極真富山小井道場）

大洞　一颯　　　　　　　　
（極真富山小井道場）

初 級 小学３年男子の部
織田　琥十六　　　　　　　　

（武心会）
國納　煌生　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）
桂　新汰　　　　  　　　　　

（極真浜井派石川県支部）
坂下　琉偉　　　　　　　　
（武心会）

初 級 小学３年女子の部 香城　采花　　　　 
（極真浜井派石川県支部）

間野　杏里　　　　 
（極真浜井派石川県支部）

初 級 小学４年男子の部
髙島　龍馬　　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）
北川　颯真　　　　　　　　

（極真富山小井道場）
河崎　琉稀　　　　　　　　
（武心会）

藤井　真愛　　　　 
（極真浜井派石川県支部）

初 級 小学５年男子の部 間野　海聖　　　　 
（極真浜井派石川県支部）

岡本　莉空　　　　　　　　　　　　　
（神技館）

松井　虎心　　　　　　　　　　　　　
（神技館）

林　潤　　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

初 級 小学６年男子の部
林　聖琉　　　　　　　　　　　　　
（清空館）

初 級 小学６年・中学１年女子の部
平田　愛梨沙　　　　　　　　

（極真関西総本部）
井関　梨心　　　　　　　　
（拳悠会）

初 級 中学２～３年男子の部
中谷　大和　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）
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カテゴリー 優 勝 準優勝 三位 三位

北信越
一　般 一般女子の部 滝呑　典子　　　　　　　　

（極真手塚派師田道場）

北信越
一　般 マスターズ男子軽中量の部

渡辺　猛　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

佐賀　一貴　　　　　　　　
（極真富山小井道場）

北信越
一　般 マスターズ男子重量の部

原田　美彦　　　　　　　　
（極真関西総本部）

佐々木　秀和　　　　　　　　
（柳生道場）

北信越
一　般 一般男子初・中級の部

手賀　堅文　　　　　　　　
（柳生道場）

香城　順平　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

北信越
一　般 一般男子上級の部

原田　将栄　　　　　　　　
（極真関西総本部）

宇津木　耀祐　　　　　　　　
（極真東京佐藤道場）

森下　迅　　　　　　　　　　　
（全極真愛知長谷川道場）

山道　義尚　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）
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北信越 幼年の部
白数　豹雅　　　　　　　　　　　
（昇心塾）

田中　凜生　　　　　　　　　　　
（昇心塾）

北信越 小学1年男子の部
三木　友竣　　　　　　　　

（極真石川竹吉道場）
三木　堯太　　　　　　　　

（極真石川竹吉道場）

北信越 小学１年女子の部
東　　橙　　　　　　　　　　

（極真髙橋道場）
中橋　千草　　　　　　　　　　

（極真髙橋道場）

北信越 小学２年男子の部 島岡　蓮　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

金曽　将人　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

三ツ山　晴智　　　　　　　　　　　　
（極真坂本派福井）

田中　喬雅　　　　　　　　　　　
（昇心塾）

北信越 小学２年女子の部
畠田　小夢芽　　　　　　　　

（拳悠会）
濵　蝶麟曖　　　　　　　　　　
（顕正会館）

北信越 小学３年男子３０㎏未満の部 小野　一翔　　　　 
（極真神奈川井上道場）

河合　琉月　　　　　　　　
（大上會）

北信越 小学３年男子３０㎏以上の部
多野　龍心　　　　　　　　

（極真石川竹吉道場）
坂井　風天　　　　　　　　　　　

（極真浜井派石川県支部）
阿原　煌大　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）
今西　應介　　　　　　　　

（極真関西総本部）

北信越 小学３年女子の部
玉置　桧菜　　　　　　　　　　
（昇心塾）

鹿肝　碧依　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

北信越 小学４年男子３２㎏未満の部
川瀬　雄士朗　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）
石田　流聖　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）
鎌倉　朱良　　　　　　　　　　　

（極真浜井派石川県支部）
守屋　蒼助　　　　　　　　　　　

（極真静岡山口道場）

北信越 小学４年男子３２㎏以上の部
長山　拳悟　　　　　　　　
（正樹道場）

岡崎　陽　　　　　　　　　　
（川田道場）

濱　煌我　　　　　　　　　　
（顕正会館）

大坪　海斐　　　　　　　　　　
（武奨館吉村道場）

北信越 小学４年女子３０㎏未満の部 本田　咲蘭　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

林　美莉愛　　　　　　　　
（極真東京佐藤道場）

北信越 小学４年女子３０㎏以上の部 金曽　梨子　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

北信越 小学５年男子３５㎏未満の部 柿原　武尊　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

清家　和桜　　　　　　　　
（極真関西総本部）

北信越 小学５年男子３５㎏以上の部
橋本　玲生　　　　　　　　　　　　

（極真坂本派福井）
吉田　礼慈　　　　　　　　

（極真手塚派師田道場）

北信越 小学５年女子３５㎏未満の部 村上　鈴音　　　　　　　　　　　
（全極真兵庫米山道場）

柿本　莉沙　　　　　　　
（拳悠会）

北信越 小学５年女子３５㎏以上の部
上田　梓乃　　　　　　　　　　　
（昇心塾）

河合　風花　　　　　　　　　　　
（一拳会）

北信越 小学６年男子４５㎏未満の部 大曽根　愛斗　　　　　　　　　　　
（極真浜井派愛知石川道場）

河合　利亜斗　　　　　　　　
（大上會）

中村　歩楽　　　　　　　　
（極真石川竹吉道場）

佐藤　竜大　　　　　　　　
（極真関西総本部）

北信越 小学６年男子４５㎏以上の部
奥村　珀斗　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）
池田　瑛都　　　　　　　　　　　

（極真浜井派石川県支部）

北信越 小学６年女子４０㎏未満の部
藤野　姫安　　　　　　　　

（極真石川竹吉道場）
林　くる未　　　　　　　　　　　

（極真浜井派石川県支部）

北信越 小学６年女子４０㎏以上の部 垣内　蓮　　　　　　　　　　
（全極真兵庫米山道場）

田川　美優　　　　　　　　
（極真神奈川井上道場）

北信越 中学１年男子軽量の部
鎌田　凌真　　　　　　　　　　　
（眞琉會）

武部　翔太　　　　　　　　　　
（武奨館吉村道場）

吉村　來輝　　　　　　　　　　
（極真髙橋道場）

黒川　真太朗　　　　　　　　　　
（極真髙橋道場）

北信越 中学１年男子重量の部
浦山　竜精　　　　　　　　　　

（武奨館吉村道場）
澤田　蔵之介　　　　　　　　

（極真関西総本部）

北信越 中学１年女子の部 堀田　優月　　　　　　　　　　
（全極真兵庫米山道場）

吉田　暖海　　　　　　　　　　
（武奨館吉村道場）

北信越 中学２年男子軽量の部
山中　一成　　　　　　　　

（極真東京佐藤道場）
作川　航　　　　　　　　　　

（極真髙橋道場）
佐藤　遼　　　　　　　　　　

（村上道場）
藤田　璃音　　　　　　　　

（極真手塚派師田道場）

北信越 中学２年男子重量の部
小澤　誠太朗　　　　　　　　　　　
（世界闘英館）

河﨑　海翔　　　　　　　　　　　
（眞琉會）

北信越 中学２年女子軽量の部
土田　萌華　　　　　　　　

（極真石川竹吉道場）
岡田　愛麗　　　　　　　　　　　
（天風会館）

北信越 中学２年女子重量の部
濵　優花　　　　　　　　　　

（顕正会館）
廣田　菜々美　　　　　　　　

（極真東京佐藤道場）

北信越 中学３年男子軽量の部 服部　将也　　　　　　　　
（極真手塚派師田道場）

新谷　晟都　　　　　　　　
（拳悠会）

北信越 中学３年男子重量の部
鈴木　麗空歩　　　　　　　　

（極真静岡山口道場）
柿本　雄亮　　　　　　　　
（拳悠会）

北信越 中学３年女子軽量の部 水上　莉愛　　　　　　　　　　　
（極真浜井派石川県支部）

仁ケ竹　朔　　　　　　　　
（極真富山小井道場）

北信越 高校１年男子軽量の部
野村　春斗　　　　　　　　　　

（極真髙橋道場）
森川　颯世　　　　　　　　　　
（誠空会）

北信越 高校１年男子重量の部
大村　宙夢　　　　　　　　
（拳悠会）

北信越 高校２年男子軽量の部
川瀬　稜翔　　　　　　　　
（吉塚道場）

川瀬　統也　　　　　　　　
（吉塚道場）

北信越 高校１・２年女子の部
仁ケ竹　蓮　　　　　　　　

（極真富山小井道場）
平手　心麗　　　　　　　　
（大心館）

※優勝・準優勝者は第27回グランドチャンピオン決定戦全日本少年少女空手道選手権大会の出場権利獲得


