ファイティングオープントーナメント 2018 全沖縄空手道選手権大会

開催日：2018 年 5 月 27 日
会 場：宜野湾市立体育館アリーナ

一般女子 上級
優勝 福徳 結実（極真紅衛会）
2 位 根路銘 涼海（白蓮浦添）

一般男子 65ｋｇ未満 上級
優勝 飯川 潤一（極真紅衛会）
２位 田中 聖人（白蓮神戸）

一般男子 75ｋｇ未満 上級
優勝 有銘 大貴（白蓮東京墨田）
２位 菅原大誠（白蓮宜野湾道場）

一般男子 75ｋｇ以上 上級
優勝 Mohamad Reza（少林拳法）
２位 多和田 真大（極真宜野湾）

小学 1 年女子 ＪＡＣ選抜
高 与晴（新極真沖縄）
八木 美人（八木道場）

小学 2 年女子 ＪＡＣ選抜
翁長 琉奥那（総極真沖縄）
仲地 珠奈（白蓮宜野湾）

小学 3 年女子 ＪＡＣ選抜
佐藤 多桜（新極真沖縄）
藤野 姫安（極真石川竹吉）

小学 4 年女子 ＪＡＣ選抜
島袋 浬瑞（白蓮那覇）
前森 萌菜（総極真沖縄）

小学 5 年女子 ＪＡＣ選抜
橋本 怜（極真浦添）
當銘 凛（極真石垣）

小学 6 年女子 ＪＡＣ選抜
野原 姫愛（八木道場）
翁長 純那（総極真沖縄）

小学 1 年男子 ＪＡＣ選抜
橋本 一毅（白蓮堺）
江口 洋哉（新極真沖縄）
佐藤 宏飛（新極真沖縄）
金城 瑛太（白蓮コザ）

小学 2 年男子 ＪＡＣ選抜
松川 巨煌（白蓮宜野湾）
宮城 吏（白蓮宜野湾）
中森 悠仁（新極真沖縄）
喜久山 遥真（極真うるま）

小学 3 年男子 ＪＡＣ選抜
藤本 楓真（白蓮那覇）
高下 侑久（白蓮コザ）
阿部 慈輝（白蓮宜野湾）
日野 富仁（白蓮宜野湾）

小学 4 年男子 ＪＡＣ選抜
銘苅 琉王（白蓮宜野湾）
渡久地 政那（白蓮宜野湾）
今野谷 真（極真那覇）
江口 元絆（極真うるま）

小学 5 年男子 ＪＡＣ選抜
知名 謙樹（白蓮コザ）
高田 漣（白蓮佐賀）
上原 由也（八木道場）
木村 龍之輔（白蓮北谷）

小学 6 年男子 ＪＡＣ選抜
照屋 雄大（八木道場）
平田 琉人（白蓮那覇）
松田 彪雅（白蓮奈良）
上原 銀河（拳勢会）

幼年男女混合 ＪＡＣ選抜
中学女子 ＪＡＣ選抜
ﾃﾞﾙｻﾞｽｷｰ･ｻﾐｭｴﾙ（極真うるま） 寺崎 裕遊（士衛塾石川）
喜久山 遥世（極真うるま） 宮城 名月（極真浦添）
福里 昊真（白蓮宜野湾）
伊佐 勇大（白蓮宜野湾）

中学男子 45kg 未満 JAC 選抜 中学男子 55kg 未満 JAC 選抜 中学男子 55kg 以上 JAC 選抜
松本 天志（士衛塾石川）
知名 宏樹（白蓮コザ）
常松 棃來（白蓮コザ）
藤野 零大（士衛塾石川）
長野 翔（烈士會）
渡久地 政人（白蓮宜野湾）
眞喜屋 浩大（白蓮コザ）
小林 俐凰斗（白蓮奈良）

【一般上級部門の入賞者】
全日本空手道選手権大会（2018 年 11 月 18 日）への沖縄代表権が与えられます。

おやじクラス 70ｋｇ未満上級 おやじクラス 70ｋｇ以上上級
謝花 優（新極真沖縄）
真栄城 兼暁（白蓮宜野湾）
真境名 由敬（白蓮宜野湾） 村吉 政哉（白蓮宜野湾）

【ジュニア部門のＪＡＣ選抜クラス決勝進出者者】
第２回ジャパンアスリートカップ本大会への出場権が与えられます。

新人戦の部

入賞者

小学 1 年女子 新人戦
赤嶺 日菜多（白蓮コザ）
上原 海愛（拳勢会）
Fallon.Logan（白蓮北谷）
比嘉 ユウア（白蓮コザ）

小学 2 年女子 新人戦
糸満 実由布（白蓮コザ）
北池 枢（白蓮宜野湾）

小学 3 年女子 新人戦
小学 4 年女子 新人戦
ｼﾞｰﾝ･ｷｰｼﾞｰ萌音（総極真沖縄） 源河 俐乃（新極真沖縄）
國吉 琉李（総極真沖縄）
川平 彩夏（向上会）
具志 音奏（総極真沖縄）
知念 千央（総極真沖縄）

小学 2 年男子 新人戦
大城 栄翔（志道館）
新崎 瑠音（志道館）
新里 隆（極真うるま）
米須 清翔（陽明館与那原）

小学 3 年男子 新人戦
ﾜｲﾏｰ･ﾄﾚｲ晃汰（白蓮那覇）
名嘉眞 瑠衣都（極真うるま）
砂川 真杜（極真うるま）
玉代勢 幸政（拳勢会）

小学 4 年男子 新人戦
大城 歩夢（極真浦添）
友利 胡准（白蓮浦添）
屋比久 凛汰（拳勢会）
友利 徠元（白蓮浦添）

中学男子 45kg 未満 新人戦 中学男子 55kg 未満 新人戦
町田 聖空（白蓮コザ）
内野 想（白蓮那覇）
木村 琉志雄（陽明館与那原） 前外間 未竜（太悟道場）
おやじクラス 70kg 以上中級
又江原 恭彦（白蓮浦和）
宮野 康隆（白蓮北谷）
一般男子 75ｋｇ未満 初級
田仲 智也（極真浦添）
大村 朝康（極真浦添）

小学 5.6 年女子 新人戦
久場 紫音（道心館）
新垣 彪那（中城ジュニア）

小学 1 年男子 新人戦
ｼﾞｰﾝ･ﾀﾞｯｼｭ翔（総極真沖縄）
岡田 武樹（向上会）
吉川 芯汰（陽明館与那原）
米須 清陽（陽明館与那原）

小学 5 年男子 新人戦
我満 祐斗（白蓮那覇）
喜納 陽太（白蓮コザ）
前田 拓海（比嘉道場）
嘉手納 光樹（極真うるま）

小学 6 年男子 新人戦
島袋 佑理（拳勢会）
福田 琉恵（白蓮浦添）
知花 優輝（白蓮宜野湾）
我那覇 智也（白蓮浦添）

中学女子 新人戦
田場 莉珠（白蓮宜野湾）
比嘉 アイル（白蓮コザ）

中学男子 55kg 以上 新人戦
前田 蓮（極真うるま）
座波 龍司（太悟道場）

おやじクラス 70kg 未満初級
仲村 剛信（八木道場）
喜瀬 良幸（新極真沖縄）

おやじクラス 70kg 以上初級
我那覇 憲和（新極真沖縄）
伊禮 真人（八木道場）

おやじクラス 70kg 未満中級
砂川 寛英（極真うるま）
濱元 朝洋（極真うるま）

おやじ 50 才以上 70kg 未満
山田 邦夫（琉心塾）
山口 勲（白蓮那覇）

おやじ 50 才以上 70kg 以上
花岡 泰史（上地那覇南）
松崎 悟之（新極真沖縄）

一般壮年女子 53kg 未満初級
湧上 亜弥（上地那覇南）
新垣 利沙（白蓮宜野湾）

一般壮年女子 53kg 以上初級 一般壮年女子 53kg 以上中上級
Gelixa.Carrasqillo（白蓮那覇）安次嶺 旭（極真浦添）
牛島 愛嘉（義信會）

一般男子 75ｋｇ以上 初級
ｼﾞｰﾝ･ﾊﾞｲﾛﾝＧ（総極真沖縄）
座波 龍一（太悟道場）

一般男子 65ｋｇ未満 中級
粟国 直哉（琉飛会）
比嘉 將貴（極真うるま）

一般男子 65ｋｇ以上 中級
島袋 桂輔（極真名護）
松田 駿（極真名護）

