ファイティングオープントーナメント 2020 全沖縄空手道選手権大会

高校一般女子 上級
優勝 平木 柚葉（白蓮池田）
2 位 根路銘 涼海（白蓮浦添）

一般男子 65ｋｇ未満 上級
優勝 真境名 一聡（白蓮宜野湾）
２位 菅原 大誠（白蓮宜野湾）

一般男子 75ｋｇ以上 上級
優勝 仲田 央希（白蓮宜野湾）
２位 刀禰 篤丈（白蓮池田）

幼年男子 上級
畦元 心太朗（琉心塾）

小 1 女子 上級
吉田 にこ（新極真沖縄）

小 3 女子 上級
高 与晴（新極真沖縄）

小 4 女子 上級
小 5 女子 上級
翁長 琉奥那（世界総極真沖縄） 佐藤 多桜（新極真沖縄）
高 与欣（新極真沖縄）

小 1 男子 上級
和﨑 光成（新極真沖縄）
嘉味田 彪我（白蓮那覇）

小 2 男子 上級
何 成譜（新極真沖縄）
銘苅 晃辰（世界総極真沖縄）
福里 昊真（白蓮宜野湾）
當眞 琉志（世界総極真沖縄）

小 3 男子 上級
江口 洋哉（新極真沖縄）
佐藤 宏飛（新極真沖縄）

小 4 男子 上級
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）
平木 亮宇（白蓮池田）

小学 5 年男子 上級
藤本 楓真（白蓮那覇）
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）

小 6 中 1 女子 上級
島袋 浬瑞（白蓮那覇）
新垣 美優（琉心塾）

小学 6 年男子 上級
銘苅 琉王（白蓮宜野湾）
渡久地 政那（白蓮宜野湾）

中 1 男子 上級
知名 謙樹（白蓮コザ）
木村 龍之輔（白蓮北谷）

中 2.3 女子 中上級
島袋 望夢（白蓮那覇）

中 2.3 男子 上級
齋藤 挨希（琉心塾）
水野 健心（白蓮宜野湾）
田場 竜介（琉心塾）
真境名 拓哉（白蓮宜野湾）

新人戦の部

入賞者

小 3 男子 初級
幼年男女混合 初級
眞喜志 一斗（琉心塾）
竹内 啓真（白蓮宜野湾）
ステンゼル 珠菜（白蓮宜野湾） 岩﨑ﾄﾘｽﾀﾝ陽士（白蓮宜野湾）
幼年男子 中級
赤嶺 颯耶（世界総極真沖縄）
石川 聖空（白蓮宜野湾）

おやじクラス 上級
桃原 明世（琉心塾）
八木 一平（明武舘八木道場）

おやじ 50 才以上 上級
真栄城 兼暁（白蓮宜野湾）

小 1 女子 初中級
羽地 梨乙菜（新極真沖縄）
小 2.3 女子 初級
川越 識暖（白蓮宜野湾）
小 1 男子 初級
高尾 成夢（白蓮コザ）
新嘉喜 湧久（新極真沖縄）

開催日：2020 年 10 月 25 日
会 場：宜野湾市立体育館

小 2 男子 初級
友利 結海（琉心塾）
新垣 巧斗（琉心塾）
小 2 男子 中級
高江 龍駕（剛柔流志道館）

小 3 男子 中級
石川 真悠（新極真沖縄）
棚原 悠月（新極真沖縄）
浦添 広翔（新極真沖縄）
宮城 叶夢（白蓮那覇）

小 5.6 女子 初中級
棚原 夕衣（新極真沖縄）
小 6 男子 中級
喜友名 朝馳（白蓮コザ）
名嘉眞 啓（剛柔流志道館）
中 1 男子 中級
山田 月斗（剛柔流志道館）

おやじクラス新人戦 70kg 未満
小 4 男子 初級
小橋川 照真（武徳館太悟道場） 野添 直祐（新極真沖縄）
小 4 男子 中級
金城 頼虎（剛柔流志道館）
大城 栄翔（剛柔流志道館）
當山 寛太（白蓮那覇）
仲宗根 琉空（剛柔流志道館）

おやじクラス新人戦 70kg 以上
宮本 浩一（白蓮那覇）

小 5 男子 初級
田港 朝隆（上地流那覇南）

一般男子 初級
西島 恵歴（新極真沖縄）

小 5 男子 中級
座間味 永遠（剛柔流志道館）
屋宜 駿李（剛柔流志道館）

一般男子 中級
知名 宏樹（白蓮コザ）

35 才以上 女子
新城 昌子（沖空会コザ道場）

