ファイティングオープントーナメント 2021 全沖縄空手道選手権大会

開催：2021 年 5 月 23 日
会場：宜野湾市立多目的運動場

一般女子 53ｋｇ未満 上級
一般女子 53ｋｇ以上 上級
道越 綾（白蓮八尾西）
金城 杏奈（極真会館うるま）
金城 芽唯美（極真会館うるま） 山内 倭桜（白蓮東大阪北）

一般男子 65ｋｇ未満 上級
菅原 大誠（白蓮宜野湾）
飯川 潤一（極真会館紅衛会）
城間 健太朗（極真会館浦添）
山川 颯斗（極真会館うるま）

一般男子 75ｋｇ未満 上級
内藤 大成（白蓮八尾西）
松岡 嵩登（王丸道場）

一般男子 75ｋｇ以上 上級
手登根 成龍（極真会館うるま）
砂川 海人（極真会館うるま）

小 1 女子 上級
小２女子 上級
ステンゼル珠菜（白蓮宜野湾） 吉田 にこ（新極真沖縄）

小３女子 上級
川北 理紗（新極真沖縄）
中森 泉結（新極真沖縄）

小４女子 上級
高 与晴（新極真沖縄）

小５女子 上級
翁長 琉奥那（世界総極真沖縄）
仲地 珠奈（白蓮宜野湾）

小６女子 中上級
高良 心奈（白蓮那覇）
佐藤 多桜（新極真沖縄）

中学女子 50ｋｇ未満 上級
島袋 浬瑞（白蓮那覇）
翁長 純那（世界総極真沖縄）

中 2.3 女子 50kg 以上
新垣 美優（琉心塾）

上級

高校女子 上級
金城 笑理（新極真沖縄）
島袋 望夢（白蓮那覇）

幼年男子 上級
金城 琉斗（世界総極真沖縄）

小１男子 上級
鬼頭 宗佑（新極真沖縄）
上原 蒼志（新極真沖縄）
竹内 啓真（白蓮宜野湾）
畦元 心太朗（琉心塾）

小２男子 上級
嘉味田 彪我（白蓮那覇）
和﨑 光成（新極真沖縄）
宮國 桜丞（極真会館浦添）
松田 久優雅（白蓮奈良）

小３男子 上級
當眞 琉志（世界総極真沖縄）
銘苅 晃辰（世界総極真沖縄）
福里 昊真（白蓮宜野湾）
比嘉 海心（優斗会館）

小４男子 上級
江口 洋哉（新極真沖縄）
黄 議宏（新極真沖縄）
佐藤 宏飛（新極真沖縄）
勝村 柘斗（白蓮天満）

小 5 男子 上級
宮城 吏（白蓮宜野湾）
松川 巨煌（白蓮宜野湾）
嘉味田 憂絆（白蓮那覇）
比嘉 凜音（白蓮宜野湾）

小 6 男子 上級
金城 琉一（新極真沖縄）
藤本 楓真（白蓮那覇）
松川 凱哉（白蓮宜野湾）
翁長 林輝（世界総極真沖縄）

中１男子 50ｋｇ未満 上級
銘苅 琉王（白蓮宜野湾）
渡久地 政那（白蓮宜野湾）

中 2.3 男子 55ｋｇ未満
平田 琉人（白蓮那覇）
大城 建介（琉心塾）

小２女子 初級
新城 咲琉（拳勢会）
諸見里 綺香（剛柔流志道館）
小 2 女子 中級
羽地 梨乙菜（新極真沖縄）
小３女子 初級
久場 栞寧（道心館 warrior）
保惠 美優（白蓮那覇）
小４女子 中級
川越 識暖（白蓮宜野湾）
おやじ 50 才以上 上級
多和田 真次（極真会館宜野湾） 小初５女子 初中級
中村 笑子（陽明館与那原）
小 1 男子 初級
平良 統進（新極真沖縄）
比嘉 鋼龍（拳勢会）
喜屋武 壱琉（青龍塾）
幼年男女混合 初級
北山 大地（優斗会館）
大津 瑠馬（白蓮宜野湾）
照屋 琉晴（剛柔流志道館）
小１男子 中級
太田 陽大（新極真沖縄）
黄 研一（新極真沖縄）
川北 瑛太（新極真沖縄）
照屋 駿利（剛柔流志道館）

上級 中学男子 55ｋｇ以上 上級
齋藤 挨希（琉心塾）
知名 謙樹（白蓮コザ）

新人戦の部

入賞者

小 2 男子 初級
岩﨑ﾏｲｹﾙ蒼士（白蓮宜野湾）
比嘉 海王（剛柔流志道館）
吉川 絢士（陽明館与那原）
指宿 琉介（白蓮コザ）

小 4 男子 中級
棚原 悠月（新極真沖縄）
野原 志穏（新極真沖縄）
村山 稟空（新極真沖縄）
中村 颯（拳勢会）

小２男子 中級
屋比久 楓汰（拳勢会）
中村 碧希（拳勢会）

小 5 男子 初級
玉城 音結（白蓮コザ）
石川 育弥（白蓮コザ）

小 3 男子 初級
島袋 諒珂（極真会館うるま）
古謝 龍星（白蓮コザ）

小 5 男子 中級
米須 清翔（陽明館与那原）
徳村 政宗（白蓮コザ）
趙 正廷（新極真沖縄）
野原 歩夢（新極真沖縄）

小３男子 中級
大城 綾（拳勢会）
宮城 星也（世界総極真沖縄）
新垣 巧斗（琉心塾）
玉城 魁（道心館 warrior）
小 4 男子 初級
比嘉 祈翔（白蓮コザ）
嘉数 晄（白蓮那覇）

小 6 男子 中級
吉田 紳孝（白蓮那覇）
玉城 蒼空（琉心塾）
中学女子 50ｋｇ未満 中級
具志 音奏（世界総極真沖縄）
屋比久 樺乃（道心館 warrior)

おやじクラス 上級
桃原 明世（琉心塾）
宮里 功（極真会館名護）
中 2.3 女子 50kg 以上 中級
宮城 日向（世界総極真沖縄）
中１男子 50ｋｇ未満 中級
末吉 榮樹（白蓮那覇）
中 2.3 男子 初中級
久場 柚紀（道心館 warrior）
おやじ 70kg 未満 初中級
寺尾 賢二（白蓮東大阪東）
おやじ 70kg 以上 初中級
大中 賢治（極真会館うるま）
金城 玲生（上地流那覇南）
レディース 初級
上原 綾子（陽明館与那原）
レディース 中級
新垣 利沙（白蓮宜野湾）
高校一般男子 初中級
前田 蓮（極真会館うるま）

