
2021沖縄剛柔流空手道協会　リモート選手権大会　結果 （ベスト3）

部門 部門名 姓 名 道場 順位

KA-01 幼年の部（幼稚園生 男女混合 波照間 大晴 拳秀館 1

KA-01 幼年の部（幼稚園生 男女混合 池村 陽茉莉 拳秀館 2

KA-01 幼年の部（幼稚園生 男女混合 饒平名 亨妃 拳秀館 3

KA-02 エントリー部門①（小学1年～小学3年までの初心者・男女混合） 本田 拓磨 上原空手道場 1

KA-02 エントリー部門①（小学1年～小学3年までの初心者・男女混合） 當眞 玲奈 嶺井空手道場 2

KA-02 エントリー部門①（小学1年～小学3年までの初心者・男女混合） 與那嶺 湊 嶺井空手道場 3

KA-04 エントリー部門②（小学4年～小学6年までの初心者・男女混合） 當眞 果怜 嶺井空手道場 1

KA-04 エントリー部門②（小学4年～小学6年までの初心者・男女混合） 喜屋武 志穏 新垣空手道場 2

KA-04 エントリー部門②（小学4年～小学6年までの初心者・男女混合） 加屋本 真之介 拳秀館 3

KA-08 小学１年男子 多宇 正穂 拳秀館 1

KA-08 小学１年男子 蒼太 宇根 正武舘　上原空手道場 2

KA-08 小学１年男子 増田 陸人 OGKK Masuda Karate Dojo 3

KA-08 小学１年男子 上地 善丸 拳秀館 8

KA-09 小学１年女子 近藤 希ノ和 拳秀館 1

KA-09 小学１年女子 棚瀬 愛理那 拳秀館 2

KA-09 小学１年女子 保田盛 彩良 拳秀館 3

KA-13 小学2年男子 新城 佑賢 拳秀館 1

KA-13 小学2年男子 大濵 顕 拳秀館 2

KA-13 小学2年男子 島仲 洸 拳秀館 3

KA-14 小学2年女子 平瀬 梨彩紗 拳誠館 1

KA-14 小学2年女子 石垣 愛琉 拳秀館 2

KA-14 小学2年女子 神里 音和 拳秀館 3

KA-15 小学3年男子 照屋 琳己 研修館 1

KA-15 小学3年男子 陽呂 宮城 上原空手道場 2

KA-15 小学3年男子 田盛 嘉一 拳秀館 3

KA-16 小学3年女子 上地 結心 拳秀館 1

KA-16 小学3年女子 心楼 喜納 上原空手道場 2

KA-16 小学3年女子 謝敷 のわ 拳誠館 3

KA-17 小学４年男子 島仲 浬 拳秀舘 1

KA-17 小学４年男子 小林 龍生 拳秀館 2

KA-17 小学４年男子 李地 伊佐 研修館 3

KA-18 小学4年女子 與那覇 理子 新垣空手道場 1

KA-18 小学4年女子 増田 夏帆 OGKK Masuda Karate Dojo 2

KA-20 小学5年男子 山里 知輝 研修館 1

KA-20 小学5年男子 草野 琉希吾 拳秀館 2

KA-20 小学5年男子 内山 Uchiyama 寧悟 Deigo 正武舘　上原空手道場 3

KA-21 小学5年女子 金城 樹佳 正武舘　上原空手道場 1

KA-21 小学5年女子 杏梨 上原 正武舘　上原空手道場 2

KA-21 小学5年女子 高橋 朱希 正武舘　上原空手道場 3

KA-22 小学6年男子 大城 章生 沖縄剛柔流空手道協会　正武館 1

KA-22 小学6年男子 菊池 拳太朗 拳秀館 2

KA-22 小学6年男子 赤嶺 龍芽 研修館 3

KA-23 小学6年女子 屋比久 美優 嶺井空手道場 1

KA-23 小学6年女子 東江 春奈 拳誠館 2

KA-23 小学6年女子 山城 のん 拳誠館 3

KA-24 中学１年男子 與那嶺 樹 OGKK Masuda Karate Dojo 1

KA-24 中学１年男子 近藤 希陸 拳秀館 2

KA-24 中学１年男子 渡邊 寛太朗 拳秀館　 3

KA-25 中学１年女子 山里 優奈 研修館 1

KA-25 中学１年女子 平瀬 珠里 拳誠館 2

KA-25 中学１年女子 上地 璃杏 拳秀館 3

KA-26 中学2年男子 具志 俐初 正武舘　上原空手道場 1

KA-26 中学2年男子 宮平 柚希 正武舘　上原空手道場 2

KA-27 中学2年女子 与那城 藍 正武舘　上原空手道場 1

KA-27 中学2年女子 前田 萌花 研修館 2

KA-27 中学2年女子 平田 あみ 拳秀館 3



KA-28 中学3年男子 木伏 森蔵 拳秀館 1

KA-28 中学3年男子 たから ひろ 上原空手道場 2

KA-28 中学3年男子 加治工 秀陽 正武舘　上原空手道場 3

KA-29 中学3年女子 本村 杏珠 拳秀館 1

KA-31 高校１年女子 大城 茉穂 沖縄剛柔流空手道協会　正武館 1

KA-31 高校１年女子 西平 彩珠 研修館 2

KA-31 高校１年女子 田村 知瑳乃 研修館 3

KA-32 高校2年男子 平田 彬樹 拳秀館 1

KA-36 一般の部①男子（5級以下） 両角 大智 拳秀館 1

KA-36 一般の部①男子（5級以下） 與那覇 太嘉 拳秀館 2

KA-36 一般の部①男子（5級以下） Nguyen Van Chau 研修館 3

KA-37 一般の部①女子（5級以下） 大林 恭子 拳秀舘 1

KA-37 一般の部①女子（5級以下） 沙耶花 前新城 拳秀館 2

KA-37 一般の部①女子（5級以下） 保田盛 奈美 拳秀館 3

KA-38 一般の部②男子（1級以下） 辺野喜 英人 新垣空手道場 1

KA-39 一般の部②女子（1級以下） 玉城 仁衣奈 研修館 1

KA-39 一般の部②女子（1級以下） 七旺 宮城 研修館 2

KA-40 一般の部③男子（40歳以下の部） 玉城 豪 嶺井空手道場 1

KA-40 一般の部③男子（40歳以下の部） 長谷川 雅久 嶺井空手道場 2

KA-40 一般の部③男子（40歳以下の部） 與那覇 太嘉 拳秀館 3

KA-42 一般の部④男子（59歳以下の部） 伊野波 伸 喜久川空手道場 1

KA-42 一般の部④男子（59歳以下の部） 嶺井 勝也 嶺井空手道場 2

KA-42 一般の部④男子（59歳以下の部） キースリング クリス 拳秀館 3

KA-43 一般の部④女子（59歳以下の部） 嶺井 小枝美 嶺井道場 1

KA-43 一般の部④女子（59歳以下の部） 河本 えり子 沖縄剛柔流空手道協会　修道館 2

KA-43 一般の部④女子（59歳以下の部） 山里 奈巳 研修館 3

KA-44 壮年男子（60歳以上の部） 宮城 文正 嶺井空手道場 1

KA-44 壮年男子（60歳以上の部） 下地 実夫 新垣空手道場 2


