
ファイティングオープントーナメント 2019 全沖縄空手道選手権大会
開催日：2019 年 5月 26 日
会　場：宜野湾市立体育館

小３男子　中級
星本 悠作（極真浦添）
神村 美龍（剛柔流志道館）
野原 歩夢（赤雲會）
松川 琉惟（武徳館太悟）

小４女子　初中級
棚原 夕衣（琉心塾）
田名 さくら（武徳館太悟）

小４男子　初級
仲眞 良気（中城ジュニア）
山口 愛海音（白蓮東大阪東）
仲村 強希（中城ジュニア）
Killian Logan（白蓮北谷）

小４男子　中級
名嘉眞 瑠衣都（極真うるま）
座間味 永遠（剛柔流志道館）
石川 遼希（琉心塾）
田場 典磨（白蓮宜野湾）

小５女子　初中級
具志 音奏（世界総極真沖縄）

小５男子　初級
喜友名 朝馳（白蓮コザ）
上間 日向雅（拳勢会）

47才以上 70kg 以上　中級
花岡 泰史（上地流那覇南）

レディース 35才以上　初中級
岩田 紀代子（白蓮唐津）
新垣 利沙（白蓮宜野湾）

一般女子　無差別　中級
宮平 瑠茄（新極真会沖縄）

一般男子 65kg 未満　初級
松田 龍樹（極真うるま）
城間 瑠斗（道心館 warrior）

一般男子 75kg 未満　初級
又吉 哲（極真うるま）

一般男子 65kg 未満　中級
久貝 飛雄馬（極真浦添）
仲田 達磨（白蓮宜野湾）

一般男子 75kg 以上　中級
長堂 勇輝（剛柔流志道館）

中学男子 45kg 未満　中級
比屋根 白（極真浦添）
新里 條（極真うるま）

中学男子 55kg 未満　初中級
謝花 南斗（新極真会沖縄）
高下 尚大（白蓮コザ）

中学男子 55kg 以上　初級
伊芸 陸功（極真うるま）

中学男子 55kg 以上　中級
伊禮門 功哉（剛柔流志道館）

35～ 50才 70kg 未満　初級
城間 盛光（新極真会沖縄）

40才以上 70kg 未満　中級
下瀬 直樹（白蓮堺）
稲嶺 徹（神風塾沖縄）

35～ 42才 70kg 以上　初級
王 瑾瑜（極真宜野湾）

35～ 42才 70kg 以上　中級
高 鵬（新極真会沖縄）

小５男子　中級
木下 尊斗（白蓮東大阪東）
與儀 圭斗（白蓮コザ）
八木 鷲平（明武舘八木）
金城 龍虎（剛柔流志道館）

小６女子　初級
宮城 麗美（道心館 warrior）
屋比久 鈴乃（道心館 warrior）

小６女子　中級
兼久 舞凛（極真うるま）

小６男子　初級
城間 咲飛（白蓮コザ）

小６男子　初級
池間 優羽（世界総極真沖縄）
野原 朝翔（拳勢会）
新井 勝真（拳勢会）
前田 倖（極真うるま）

中学女子　無差別　初級
藤川 瑠璃（上地流那覇南）

中学男子 45kg 未満　初級
新垣 亜悠希（白蓮宜野湾）
知花 優輝（白蓮宜野湾）

小２女子　中級
木村 凰夏（陽明館与那原）

小２男子　初級
玉城 侑和（道心館 warrior）
佐渡山 陽人（極真うるま）
張 書魁（白蓮北谷）
名嘉眞 碧生樹（極真うるま）

小２男子　中級
山崎 純躍（白蓮コザ）
野原 志穏（赤雲會）
内野 昊（白蓮那覇）
大城 栄太（剛柔流志道館）

小３女子　初中級
久場 詩月（道心館 warrior）

小３男子　初級
奈良本 遥輝（極真浦添）
小谷 颯（剛柔流志道館）
ﾌﾗﾝｿﾜ ｽﾃﾌｧﾝ（白蓮宜野湾）
城間 心龍（道心館 warrior）

小学 5年男子　ＪＡＣ選抜
渡久地 政那（白蓮宜野湾）
銘苅 琉王（白蓮宜野湾）
今野谷 真（極真那覇）
江口 元絆（極真うるま）

小学 4年男子　ＪＡＣ選抜
金城 琉一（新極真会沖縄）
翁長 林輝（世界総極真沖縄）
高下 侑久（白蓮コザ）
藤本 楓真（白蓮那覇）

小学 3年男子　ＪＡＣ選抜
松川 巨煌（白蓮宜野湾）
宮城 吏（白蓮宜野湾）
比嘉 凜音（白蓮宜野湾）
中森 悠仁（新極真沖縄）

一般女子　上級
優勝 根路銘　涼海（白蓮浦添）
2位 平良 莉子（沖縄拳法比嘉道場）

一般男子 75ｋｇ未満　上級
優勝 真境名 一聡（白蓮宜野湾）
２位 城間 健太朗（極真浦添）
３位 菅原 大誠（白蓮宜野湾）
３位 下瀬 風磨（白蓮東大阪北）

一般男子 75ｋｇ以上　上級
優勝 多和田 真大（極真宜野湾）
２位 手登根 成龍（極真うるま）
３位 佐渡山 孟右（極真宜野湾）
３位 國吉 純太（極真浦添）

幼年男女混合　初級
屋比久 楓汰（拳勢会）
比嘉 海王（剛柔流志道館）

幼年男女混合　中級
徳嶺 銀河（琉心塾）
照屋 晴太（白蓮浦添）

小１女子　初級
ﾌﾗﾝｿﾜ ｽﾃﾌｧﾆ（ー白蓮宜野湾）
バルーワ 仁梨（白蓮コザ）

小１男子　初級
ステンゼル 仁誓（白蓮宜野湾）
玉城 魁（道心館 warrior）
瀬底 秀音（陽明館与那原）
喜友名 慶（白蓮浦添）

小１男子　中級
石川 瑚空（白蓮宜野湾）
福里 昊真（白蓮宜野湾）

小２女子　初級
島袋 絃李（陽明館与那原）
諸見里 結月（剛柔流志道館）

小学 2年女子　ＪＡＣ選抜
高 与晴（新極真沖縄）
喜友名 凛音（極真うるま）

小学 3年女子　ＪＡＣ選抜
翁長 琉奥那（世界総極真沖縄）
高 与欣（新極真沖縄）
仲地 珠奈（白蓮宜野湾）
山田 鈴華（極真うるま）

小学 4年女子　ＪＡＣ選抜
高良 心奈（白蓮那覇）
佐藤 多桜（新極真沖縄）

小学 5年女子　ＪＡＣ選抜
島袋 浬瑞（白蓮那覇）
前森 萌菜（世界総極真沖縄）

小学 6年女子　ＪＡＣ選抜
橋本 怜（極真浦添）
田場 寿々音（琉心塾）

小学 1年女子　ＪＡＣ選抜
南 友利葵（白蓮堺）
與那城 二奈（剛柔流志道館）

小学 1年男子　ＪＡＣ選抜
矢上 利奥（白蓮那覇）
喜久山 遥世（極真うるま）

小学 2年男子　ＪＡＣ選抜
黄 議宏（新極真沖縄）
佐藤 宏飛（新極真沖縄）
江口 洋哉（新極真沖縄）
高良 結句（白蓮那覇）

小学 6年男子　ＪＡＣ選抜
我満 祐斗（白蓮那覇）
宮城 來（白蓮宜野湾）
喜納 陽太（白蓮コザ）
知名 謙樹（白蓮コザ）

幼年男女混合　ＪＡＣ選抜
松田 久優雅（白蓮奈良学園前）
吉田 にこ（新極真会沖縄）

中学女子 47kg 未満ＪＡＣ選抜
宮城 名月（極真浦添）
翁長 純那（世界総極真沖縄）

中学男子 45kg 未満 JAC選抜
藤野 零大（士衛塾石川）
真境名 拓哉（白蓮宜野湾）
松崎 優大（新極真会沖縄）
屋嘉比 椋（拳勢会）

中学男子 55kg 以上 JAC選抜
常松　棃來（白蓮コザ）
比嘉 礼（拳勢会）

中学男子 55kg 未満 JAC選抜
知名 宏樹（白蓮コザ）
長野 翔（烈士會）
平田 琉人（白蓮那覇）
與那城 成登（剛柔流志道館）

中学女子 47kg 以上ＪＡＣ選抜
翁長 楓花（極真石垣）
島袋 望夢（白蓮那覇）

おやじクラス 70ｋｇ未満上級
金城 直樹（白蓮コザ）
内間 貴士（新極真沖縄）

おやじクラス 70ｋｇ以上上級
根路銘 良樹（白蓮浦添）
村吉　政哉（白蓮宜野湾）

【一般上級部門の入賞者】
全日本空手道選手権大会（2019 年 11 月 10 日）への出場を推薦します。

【ジュニア部門ＪＡＣ選抜クラスの決勝進出者】
ジャパンアスリートカップ（2020 年 1月 19 日）への出場権が与えられます。

新人戦の部　入賞者


