
第１４回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会選手一覧

氏名 ふりがな 身長 体重 道場 出場ｸﾗｽ 学校名（中学以上）
秋岡塾　福岡支部 1

日中　裕介 ひなか　ゆうすけ 145 35 秋岡塾　福岡支部 小学６年男子４３kg未満
一進会 5

西畑　舞音 にしはた　まお 132 34 一進会 小学３年女子
笹田　駿介 ささだ　しゅんすけ 153 59 一進会 小学５年男子３７kg以上
西畑　成陽 にしはた　なるや 144 54 一進会 小学５年男子３７kg以上
宗　李江 そう　りえ 145.5 37.5 一進会 中学女子４５kg未満 東陽中学校
足達　瑞季 あだち　みずき 158 53 一進会 高校女子５７kg未満 大分東明高等学校

桜琳塾 13
笠島　滉聖 かさじま　こうせい 118 21 桜琳塾 小学１年男子
中山　翼 なかやま　つばさ 128 26 桜琳塾 小学１年男子
細越　竜之介 ほそこし　りゅうのすけ 122 23 桜琳塾 小学１年男子
河村　虎徹 かわむら　こてつ 127 26 桜琳塾 小学２年男子
池野　成樹 いけの　なるき 135 31 桜琳塾 小学４年男子３２kg未満
中川　滉斗 なかがわ　ひろと 148 49 桜琳塾 小学５年男子３７kg以上
塚本　康太 つかもと　こうた 148 42 桜琳塾 小学６年男子４３kg未満
杉野　多聞 すぎの　たもん 137 34 桜琳塾 小学６年男子４３kg未満
山本　楓 やまもと　かえで 150 40.6 桜琳塾 小学６年男子４３kg未満
薄井　日出登 うすい　ひでと 150 53 桜琳塾 小学６年男子４３kg以上
中嶋　駿 なかじま　しゅん 158 45 桜琳塾 小学６年男子４３kg以上
杉野　菜摘 すぎの　なつみ 147 40 桜琳塾 中学女子４５kg未満 利根町立利根中学校
中川　瑞基 なかがわ　みずき 160 54 桜琳塾 中学男子５５kg未満 利根町立利根中学校

男塾 10
小川　拓海 おがわ　たくみ 128 26 男塾 小学２年男子
渡邉　怜旺 わたなべ　れお 141.5 30 男塾 小学４年男子３２kg未満
山下　駿 やました　しゅん 142 35 男塾 小学４年男子３２kg以上
平野　貴之 ひらの　たかゆき 123 22 男塾 小学３年男子
青山　凌斗 あおやま　りょうと 137 29 男塾 小学３年男子
柳田　駿 やなぎだ　しゅん 135 28 男塾 小学３年男子
村瀬　二千華 むらせ　にちか 136 42 男塾 小学５年女子３７kg以上
山下　渚 やました　なぎさ 153 43 男塾 小学６年女子４３kg以上
小川　大成 おがわ　たいせい 148 36 男塾 中学男子４５kg未満 名古屋市立東星中学校
井藤　優斗 いふじ　ゆうと 158 45.5 男塾 中学男子５５kg未満 長久手中学校

空手道ＭＡＣ江戸川支部 15
本間　珠莉 ほんま　しゅり 126 24.5 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学３年女子
西岡　虹海 にしおか　ななみ 125 25 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学２年男子
深谷　龍之介 ふかや　りゅうのすけ 123 22 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学２年男子
大村　駿 おおむら　しゅん 137 31 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学４年男子３２kg未満
三浦　翔 みうら　しょう 145 34 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学４年男子３２kg以上
菅原　啓介 すがわら　けいすけ 130 25 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学３年男子
石原　亜朗 いしはら　あろう 132 28 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学３年男子
切田　海畝斗 きりた　みくと 138 32 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学３年男子
本多　善光 ほんだ　よしみつ 139 32 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学５年男子３７kg未満
竹内　栄規 たけうち　えいき 157 40 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学６年男子４３kg未満
竹内　彰浩 たけうち　あきひろ 154 36 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学６年男子４３kg未満
水津　空良 すいづ　そら 144 40 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学６年男子４３kg未満
稲津　勝友 いなづ　かつとも 165 49 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学６年男子４３kg以上
本間　紫月 ほんま　しづき 144.5 35 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学５年女子３７kg未満
宮島　幸乃 みやじま　ゆきの 147 38 空手道ＭＡＣ江戸川支部 小学６年女子４３kg未満

空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 24
濱﨑　翼 はまさき　つばさ 109 17.5 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 幼年男子
渡部　美和 わたなべ　みわ 119 20 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学１年女子
内田　澪 うちだ　みお 119 22 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学３年女子
内田　隼 うちだ　はやと 108 20 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学１年男子
長嶋　亮太 ながしま　りょうた 126 25 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学１年男子
白石　雅也 しらいし　まさや 120 20 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学２年男子
山中　優英 やまなか　ゆうえい 120 23 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学２年男子
矢部　竜大 やべ　りゅうた 144 34 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学４年男子３２kg以上
野村　仁 のむら　じん 139 32 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学４年男子３２kg以上
池田　圭史朗 いけだ　けいしろう 143 33 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学４年男子３２kg以上
斉藤　秀弥 さいとう　しゅうや 134 27 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学３年男子
櫻井　駿 さくらい　しゅん 128 25 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学３年男子
今野　椋太 こんの　りょうた 122.5 23 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学３年男子
長嶋　大斗 ながしま　ひろと 138 27.5 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学３年男子
坂本　海渡 さかもと　かいと 145 43 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学５年男子３７kg以上
小野　竜弥 おの　たつや 141 32 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学５年男子３７kg未満
宇佐美　諒 うさみ　りょう 140 37 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学６年男子４３kg未満
杉田　颯斗 すぎた　はやと 150 37 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学６年男子４３kg未満
矢部　桃香 やべ　ももか 151 38 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 小学６年女子４３kg未満
矢部　穂乃香 やべ　ほのか 150 43 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 中学女子４５kg未満 川越市立大東中学校
片木　雅哉 かたぎ　まさや 156 40 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 中学男子４５kg未満 川越市立霞が関中学校
依田　拳人 よだ　けんと 165 52 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 中学男子５５kg未満 ふじみ野市立葦原中学校
福冨　真生 ふくとみ　まお 158 46 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 中学男子５５kg未満 川越市立大東中学校
矢部　将大 やべ　しょうた 174 61 空手道ＭＡＣ埼玉中央支部 高校男子７０kg未満 秀明英光高等学校
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空手道ＭＡＣ埼玉西支部 17
太田　龍之介 おおた　りゅうのすけ 128 30 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学２年男子
持田　進之介 もちだ　しんのすけ 134 42 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学２年男子
渡辺　魁 わたなべ　かい 134 30 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学４年男子３２kg未満
江原　瑛紀 えはら　えいき 150 47 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学４年男子３２kg以上
鈴木　竜雅 すずき　りゅうが 141 33 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学４年男子３２kg以上
倉繁　瑠樹明 くらしげ　るきあ 137 31 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学３年男子
鉄本　琳太郎 てつもと　りんたろう 136 34 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学３年男子
倉繁　璃明武 くらしげ　りあむ 147 38 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学５年男子３７kg以上
中山　翔太 なかやま　しょうた 140 36 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学５年男子３７kg未満
大房　翔太 おおふさ　しょうた 148 34.5 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学５年男子３７kg未満
阿久津　渉太 あくつ　しょうた 152 43 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学６年男子４３kg以上
石渡　夢乃 いしわたり　ゆめの 149 35 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学５年女子３７kg未満
朋部　円香 はっとり　まどか 144 40 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 小学５年女子３７kg以上
大房　優香 おおふさ　ゆうか 162.6 44.9 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 中学女子４５kg未満 狭山市立狭山台中学校
村上　友志 むらかみ　ゆうし 165 54.5 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 中学男子５５kg未満 狭山市立山王中学校
花牟礼　元輝 はなむれ　げんき 155 50 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 中学男子５５kg未満 狭山市立東中学校
細渕　大樹 ほそぶち　だいじゅ 169 68 空手道ＭＡＣ埼玉西支部 高校男子７０kg未満 埼玉県立所沢中央高等学校

空手道ＭＡＣ茨城支部 7
早川　貴也 はやかわ　たかや 109.6 18.1 空手道ＭＡＣ茨城支部 幼年男子
岡村　翔洋 おかむら　しょうよう 117 19 空手道ＭＡＣ茨城支部 幼年男子
柳田　梨緒 やなぎだ　りお 128 25 空手道ＭＡＣ茨城支部 小学３年女子
仙波　朔芽 せんば　さくが 123 27 空手道ＭＡＣ茨城支部 小学２年男子
岡村　皇洋 おかむら　こうよう 144 32.5 空手道ＭＡＣ茨城支部 小学４年男子３２kg以上
仙波　航和 せんば　こうわ 136 51 空手道ＭＡＣ茨城支部 小学５年男子３７kg以上
鶴見　佳緯 つるみ　かい 140 36.8 空手道ＭＡＣ茨城支部 小学５年男子３７kg未満

空手道ＭＡＣ湘南支部 1
福田　涼一 ふくだ　りょういち 152 40 空手道ＭＡＣ湘南支部 小学６年男子４３kg未満

空手道ＭＡＣ仲町台道場 10
星　友里桜 ほし　ゆりお 120 21 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学１年女子
森　唯華 もり　ゆいか 130 30 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学２年女子
森　亮斗 もり　りょうと 120 23 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学１年男子
山口　楽翔 やまぐち　がくと 122 22 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学２年男子
沖本　陽生 おきもと　はるき 131 28 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学２年男子
高橋　巧 たかはし　こう 126 25 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学２年男子
岡本　涼汰 おかもと　りょうた 134 27 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学４年男子３２kg未満
高橋　彦 たかはし　げん 128 27 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学４年男子３２kg未満
星　桜太朗 ほし　おうたろう 140 33 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学４年男子３２kg以上
森　悠斗 もり　ゆうと 150 40 空手道ＭＡＣ仲町台道場 小学５年男子３７kg以上

空手道ＭＡＣ奈良支部 7
妹尾　亮汰 せのう　りょうた 143 42 空手道ＭＡＣ奈良支部 小学５年男子３７kg以上
大西　成 おおにし　じょう 150 53 空手道ＭＡＣ奈良支部 小学５年男子３７kg以上
中島　龍芽 なかじま　りょうが 139 42 空手道ＭＡＣ奈良支部 小学５年男子３７kg以上
田中　雅人 たなか　まさと 153 39 空手道ＭＡＣ奈良支部 小学６年男子４３kg未満
村武　怜弥 むらたけ　りょうや 133 30 空手道ＭＡＣ奈良支部 小学６年男子４３kg未満
日髙　諒 ひだか　りょう 170 60 空手道ＭＡＣ奈良支部 中学男子６５kg未満 大和郡山市立郡山中学校
宮川　浩史 みやがわ　ひろふみ 162 60 空手道ＭＡＣ奈良支部 中学男子６５kg未満 田原本町立田原本北中学校

空手道ＭＡＣ本部 22
望月　美咲 もちづき　みさき 131 29 空手道ＭＡＣ本部 小学２年女子
髙橋　李奈 たかはし　りな 130 26 空手道ＭＡＣ本部 小学３年女子
髙橋　那奈 たかはし　なな 130 26 空手道ＭＡＣ本部 小学３年女子
遠藤　陽香 えんどう　はるか 135 35.5 空手道ＭＡＣ本部 小学３年女子
平川　翔大 ひらかわ　しょうた 120 25 空手道ＭＡＣ本部 小学１年男子
加藤　健大 かとう　けんだい 119 23 空手道ＭＡＣ本部 小学２年男子
福田　汐音 ふくだ　しおん 131 28 空手道ＭＡＣ本部 小学４年男子３２kg未満
土屋　義人 つちや　よしと 143 33 空手道ＭＡＣ本部 小学４年男子３２kg以上
後藤　拓登 ごとう　たくと 140 38 空手道ＭＡＣ本部 小学４年男子３２kg以上
望月　雅也 もちづき　まさや 142 35 空手道ＭＡＣ本部 小学４年男子３２kg以上
川﨑　郁泉 かわさき　いくみ 131.3 26 空手道ＭＡＣ本部 小学３年男子
山田　雄二 やまだ　ゆうじ 144 43 空手道ＭＡＣ本部 小学５年男子３７kg以上
垂水　蓮人 たるみ　れんと 146 45 空手道ＭＡＣ本部 小学５年男子３７kg以上
真壁　旺斗 まかべ　あきと 152 36.9 空手道ＭＡＣ本部 小学５年男子３７kg未満
宇佐見　大樹 うさみ　たいじゅ 145 33 空手道ＭＡＣ本部 小学５年男子３７kg未満
関口　勝大 せきぐち　しょうた 160 41 空手道ＭＡＣ本部 小学６年男子４３kg未満
東　居生 ひがし　いっせい 143 32 空手道ＭＡＣ本部 小学６年男子４３kg未満
鈴木　里菜 すずき　りな 142 31.5 空手道ＭＡＣ本部 小学４年女子３２kg未満
東　花凜 あずま　かりん 154 44.5 空手道ＭＡＣ本部 中学女子４５kg未満 横浜市立茅ヶ崎中学校
福田　楽渡 ふくだ　がくと 163 40 空手道ＭＡＣ本部 中学男子４５kg未満 横浜市立東山田中学校
三木　翔太 みき　しょうた 162 53 空手道ＭＡＣ本部 中学男子５５kg未満 横浜市立東山田中学校
後藤　優太 ごとう　ゆうた 176 54.5 空手道ＭＡＣ本部 中学男子５５kg未満 横浜市立東山田中学校

空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 5
山田　真愛 やまだ　みあ 123 26 空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 小学２年女子
土橋　詩 どばし　うた 140 30 空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 小学３年女子
天白　鳳照 てんぱく　ほうしょう 117 22 空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 小学１年男子
天白　龍照 てんぱく　りゅうしょう 127 27 空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 小学２年男子
山田　拳真 やまだ　けんしん 140 37 空手道ＭＡＣ三鷹武蔵野支部 小学４年男子３２kg以上
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空手道ＭＡＣ宮前平道場 8
坂本　みゆき さかもと　みゆき 123 23 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学２年女子
岩﨑　美里 いわさき　みさと 131 29.8 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学３年女子
坂本　晴彦 さかもと　はるひこ 147 37 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学５年男子３７kg以上
徳本　裕貴 とくもと　ゆうき 148 40 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学６年男子４３kg未満
中山　琉希 なかやま　るき 163 47 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学６年男子４３kg以上
岩﨑　魁 いわさき　かい 161 43 空手道ＭＡＣ宮前平道場 小学６年男子４３kg以上
柾木　拓人 まさき　たくと 153 42 空手道ＭＡＣ宮前平道場 中学男子４５kg未満 川崎市立向丘中学校
池田　直人 いけだ　なおと 164 57 空手道ＭＡＣ宮前平道場 中学男子６５kg未満 川崎市立向丘中学校

空手道秋山道場 5
野口　夢莉 のぐち　ゆめり 127 31 空手道秋山道場 小学３年女子
行田　渚怜 ぎょうだ　しょうれい 128 25 空手道秋山道場 小学２年男子
野口　愛莉 のぐち　あいり 150 42 空手道秋山道場 小学６年女子４３kg未満
八板　和花 やいた　わか 146 33.5 空手道秋山道場 小学６年女子４３kg未満
秋山　優女 あきやま　ゆめ 160 52 空手道秋山道場 高校女子５７kg未満 東京都立清瀬高等学校

極真会館　安斉派山梨県本部 7
原　梨美 はら　りみ 120 20 極真会館　安斉派山梨県本部 小学１年女子
金丸　萌 かねまる　もえ 120 27 極真会館　安斉派山梨県本部 小学１年女子
原　梨歩 はら　りほ 124 26 極真会館　安斉派山梨県本部 小学３年女子
金丸　大翔 かねまる　ひろと 133 39.7 極真会館　安斉派山梨県本部 小学４年男子３２kg以上
原　梨沙子 はら　りさこ 149 45 極真会館　安斉派山梨県本部 小学５年女子３７kg以上
原　和希 はら　かずき 145 36 極真会館　安斉派山梨県本部 中学男子４５kg未満 甲斐市立玉幡中学校
深山　明純 ふかやま　あきずみ 167 58 極真会館　安斉派山梨県本部 高校男子６０kg未満 山梨県立塩山高等学校

極真会館　岡山西大寺支部 1
竹本　愛 たけもと　あい 146 37 極真会館　岡山西大寺支部 小学３年女子

極真会館　小井道場 2
安田　理沙 やすだ　りさ 141 37 極真会館　小井道場 小学４年女子３２kg以上
岡崎　秀則 おかざき　ひでのり 163 58 極真会館　小井道場 高校男子６０kg未満 富山県立富山工業高等学校

非公開 1
秋元　亮 あきもと　りょう 145 52 非公開 小学６年男子４３kg以上

極真会館　小嶋道場四街道支部 2
郷　遼久 ごう　はるく 159 53 極真会館　小嶋道場四街道支部 中学男子５５kg未満 八街市立八街北中学校
岡﨑　陽孝 おかざき　はるたか 164 60 極真会館　小嶋道場四街道支部 中学男子６５kg未満 千葉市立都賀中学校

極真会館　田畑道場 3
工藤　智之 くどう　ともゆき 130 44 極真会館　田畑道場 小学１年男子
清水　裕貴 しみず　ひろき 137 35 極真会館　田畑道場 小学３年男子
水野　杏音 みずの　あんね 138 30 極真会館　田畑道場 小学４年女子３２kg未満

極真会館　東京都友心会道場 4
堀本　優之介 ほりもと　ゆうのすけ 134 29 極真会館　東京都友心会道場 小学２年男子
青木　琉河 あおき　りゅうが 140 30 極真会館　東京都友心会道場 小学４年男子３２kg未満
粕谷　恭生 かすや　きょうせい 147 45 極真会館　東京都友心会道場 小学４年男子３２kg以上
田中　桃子 たなか　ももこ 162 57 極真会館　東京都友心会道場 中学女子５５kg以上 立川市立立川第六中学校

極真会館　浜井派内灘支部 1
本田　善成 ほんだ　よしなり 126 26 極真会館　浜井派内灘支部 小学２年男子

極真会館　浜井派辰口支部 2
竹吉　帝 たけよし　てい 130 30 極真会館　浜井派辰口支部 小学４年男子３２kg未満
竹吉　杏 たけよし　あん 140 36.8 極真会館　浜井派辰口支部 小学５年女子３７kg未満

極真会館　浜井派平和町支部 2
内藤　龍祈 ないとう　たつき 143 45 極真会館　浜井派平和町支部 小学５年男子３７kg以上
内藤　海聖 ないとう　みさと 150 44 極真会館　浜井派平和町支部 中学女子４５kg未満 高岡中学校

極真会館　浜井派安原支部 1
麻井　仁 あさい　ひとし 167 57 極真会館　浜井派安原支部 高校男子６０kg未満 石川県立中央高等学校

極真会館　浜井派吉村道場 2
瀬戸　聡太 せと　そうた 126 23 極真会館　浜井派吉村道場 小学２年男子
清水　蓮 しみず　れん 140 32 極真会館　浜井派吉村道場 小学４年男子３２kg以上

極真会館　北海道本部 2
神山　侑季 かみやま　ゆうき 133 38 極真会館　北海道本部 小学２年男子
川村　悠槇 かわむら　ゆうしん 175 95 極真会館　北海道本部 高校男子７０kg以上 札幌創成高等学校

極真会館　松岡道場壬生支部 1
赤羽根　烈 あかばね　れつ 141 33 極真会館　松岡道場壬生支部 小学６年男子４３kg未満

極真会館坂本道場　佐野 2
田口　裕雅 たぐち　ゆうが 156 49 極真会館坂本道場　佐野 小学５年男子３７kg以上
和田　小梅 わだ　こうめ 148 50 極真会館坂本道場　佐野 小学６年女子４３kg以上

極真会館坂本道場　栃木北 8
青木　仁菜 あおき　にな 111 18 極真会館坂本道場　栃木北 幼年女子
藤澤　蓮菜 ふじさわ　れんな 134 30 極真会館坂本道場　栃木北 小学３年女子
豊田　涼介 とよた　りょうすけ 127 27 極真会館坂本道場　栃木北 小学１年男子
吉澤　波音 よしざわ　なおと 126 29.6 極真会館坂本道場　栃木北 小学２年男子
青木　凌翔 あおき　りょうと 133 33 極真会館坂本道場　栃木北 小学４年男子３２kg以上
吉澤　海音 よしざわ　かいと 141 59 極真会館坂本道場　栃木北 小学３年男子
藤澤　舞 ふじさわ　まい 143 40 極真会館坂本道場　栃木北 小学５年女子３７kg以上
木下　優香 きのした　ゆうか 157 58 極真会館坂本道場　栃木北 中学女子５５kg以上 大田原中学校

非公開 2
玉井　大翔 たまい　たいが 164 52 非公開 中学男子５５kg未満 福米中学校
金田　凌弥 かねだ　りょうや 165 67 非公開 中学男子６５kg以上 米子市立美保中学校



第１４回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会選手一覧

義和流拳法 9
東郷　新平 とうごう　しんぺい 117 21 義和流拳法 幼年男子
野見山　大将 のみやま　ひろまさ 124 24 義和流拳法 小学１年男子
阿部　優心 あべ　ゆうしん 115 21 義和流拳法 小学１年男子
榊原　朊毅 さかきばら　ともき 138 31 義和流拳法 小学３年男子
鈴木　啓介 すずき　けいすけ 149 42.5 義和流拳法 小学５年男子３７kg以上
若林　巧人 わかばやし　たくと 143 52 義和流拳法 小学５年男子３７kg以上
加茂　直樹 かも　なおき 130 26 義和流拳法 小学５年男子３７kg未満
岩崎　愛未 いわさき　あみ 129 28 義和流拳法 小学４年女子３２kg未満
榊原　里奈 さかきばら　りな 150 36 義和流拳法 小学６年女子４３kg未満

空研塾　西田道場 1
山口　千怜 やまぐち　ちさと 154 52 空研塾　西田道場 高校女子５７kg未満 此花学院高等学校

空真会 1
古木　誠也 ふるき　せいや 162 60 空真会 中学男子６５kg未満 相模原市立小山中学校

叢林塾 3
山崎　隆司 やまさき　たかし 150 47 叢林塾 小学６年男子４３kg以上
野邑　心菜 のむら　ここな 153 54 叢林塾 小学５年女子３７kg以上
田村　大 たむら　だい 160 60 叢林塾 中学男子６５kg未満 本郷中学校

久保田道場 7
関　真代 せき　ましろ 125 25 久保田道場 小学３年女子
村上　星愛 むらかみ　ひな 123 29 久保田道場 小学３年女子
岩越　絋青 いわこし　こうせい 133 27.5 久保田道場 小学２年男子
村上　優真 むらかみ　ゆうま 152 61 久保田道場 小学６年男子４３kg以上
久保田　千尋 くぼた　ちひろ 160 58 久保田道場 中学女子５５kg以上 南山中学校
久保田　波輝 くぼた　なみき 150 42 久保田道場 中学男子４５kg未満 南山中学校
菅原　一成 すがわら　いっせい 156 55 久保田道場 中学男子６５kg未満 名古屋市立振甫中学校

拳友会　中山道場 24
中島　暖 なかじま　ひなた 116 22 拳友会　中山道場 幼年男子
新井　鈴穂 あらい　すずほ 108 16 拳友会　中山道場 幼年女子
荒井　ひめ乃 あらい　ひめの 123 23 拳友会　中山道場 幼年女子
齋藤　海晴 さいとう　ひなた 124 20 拳友会　中山道場 小学２年女子
中島　心暖 なかじま　このん 122 25 拳友会　中山道場 小学３年女子
仲川　昇汰 なかがわ　しょうた 120 20 拳友会　中山道場 小学１年男子
秋山　蓮 あきやま　れん 123 23 拳友会　中山道場 小学２年男子
天下井　悠真 あまがい　ゆうま 123 23 拳友会　中山道場 小学２年男子
小沼　瑞祈 おぬま　みずき 123 23 拳友会　中山道場 小学２年男子
成瀬　右杏 なるせ　うきょう 132 27 拳友会　中山道場 小学２年男子
木村　麟 きむら　りん 125 25 拳友会　中山道場 小学４年男子３２kg未満
諏訪　翔太 すわ　しょうた 133 28 拳友会　中山道場 小学４年男子３２kg未満
三浦　岳人 みうら　がくと 137 40 拳友会　中山道場 小学４年男子３２kg以上
新井　太智 あらい　たいち 136 28 拳友会　中山道場 小学３年男子
豊島　怜央 とよしま　れお 137 31 拳友会　中山道場 小学３年男子
荒井　一輝 あらい　いっき 137 28 拳友会　中山道場 小学３年男子
小島　太志 こじま　たいし 134 29 拳友会　中山道場 小学３年男子
七野　然 しちの　ぜん 126 24 拳友会　中山道場 小学３年男子
鈴木　拓未 すずき　たくみ 150 36 拳友会　中山道場 小学６年男子４３kg未満
山畑　龍人 やまはた　りゅうと 142 42 拳友会　中山道場 小学６年男子４３kg以上
秋山　凜 あきやま　りん 129 26 拳友会　中山道場 小学４年女子３２kg未満
鈴木　杏菜 すずき　あんな 128 25 拳友会　中山道場 小学４年女子３２kg未満
吉川　梓 よしかわ　あずさ 136.5 28 拳友会　中山道場 小学４年女子３２kg未満
飯田　蓮 いいだ　れん 151 43 拳友会　中山道場 中学男子４５kg未満 土浦市立第三中学校

拳摯会 10
小坂　優太 こさか　ゆうた 105 16 拳摯会 幼年男子
野呂　和貴 のろ　かずき 111 20 拳摯会 幼年男子
鈴木　大 すずき　だい 110 20 拳摯会 幼年男子
村山　皓紀 むらやま　こうき 117 20 拳摯会 小学１年男子
村山　智哉 むらやま　ともや 125 24 拳摯会 小学２年男子
秋山　凛大 あきやま　りんだい 125 24 拳摯会 小学２年男子
稲田　翔太朗 いなだ　しょうたろう 130 27 拳摯会 小学２年男子
池田　貫将 いけだ　かんた 132 27.8 拳摯会 小学４年男子３２kg未満
鈴木　空 すずき　そら 140 31 拳摯会 小学５年男子３７kg未満
稲田　菜摘 いなだ　なつみ 145 33 拳摯会 小学４年女子３２kg以上

高空會 1
藤原　力也 ふじわら　りきや 127 26.5 高空會 小学３年男子

光誠会 4
金城　聖昌 きんじょう　せいしょう 116 21 光誠会 幼年男子
上　神楽 うえ　かぐら 127 30 光誠会 小学１年男子
川内　聖夜 かわうち　せいや 135 30 光誠会 小学３年男子
河本　佳大 かわもと　よしひろ 170 77 光誠会 中学男子６５kg以上 緑が丘中学校

光武会館 2
中島　鉄人 なかじま　てつと 137 32 光武会館 小学３年男子
石野　皓日 いしの　こうき 168 55 光武会館 高校男子６０kg未満 至学館高等学校

国際ＦＳＡ拳真館 6
島田　龍輝 しまだ　りゅうき 118 21 国際ＦＳＡ拳真館 幼年男子
島田　駿翔 しまだ　しゅんと 138 35 国際ＦＳＡ拳真館 小学５年男子３７kg未満
野口　寿々花 のぐち　すずか 151 40 国際ＦＳＡ拳真館 小学６年女子４３kg未満
大木　紗理奈 おおき　さりな 161 48 国際ＦＳＡ拳真館 中学女子５５kg未満 上平井中学校
山田　大貴 やまだ　だいき 174 57.5 国際ＦＳＡ拳真館 中学男子６５kg未満 立川国際中等教育学校
野口　敦史 のぐち　あつし 177 62 国際ＦＳＡ拳真館 高校男子７０kg未満 都立府中西高等学校



第１４回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会選手一覧

相模原　鈴木道場 16
田中　一成 たなか　かずなり 112 19.4 相模原　鈴木道場 幼年男子
渡辺　美月 わたなべ　みづき 117 24.5 相模原　鈴木道場 小学１年女子
土井　涼葉 どい　すずは 118 19 相模原　鈴木道場 小学２年女子
坂本　翔太 さかもと　しょうた 130 23 相模原　鈴木道場 小学２年男子
山田　純也 やまだ　じゅんや 139 30 相模原　鈴木道場 小学４年男子３２kg未満
鈴木　瑛二 すずき　えいじ 127 25.8 相模原　鈴木道場 小学３年男子
髙橋　龍晃 たかはし　たつあき 143 42 相模原　鈴木道場 小学５年男子３７kg以上
渡辺　拓実 わたなべ　たくみ 148 46 相模原　鈴木道場 小学５年男子３７kg以上
魚　俊哉 うお　しゅんや 136 32 相模原　鈴木道場 小学５年男子３７kg未満
山田　貴麿呂 やまだ　たかまろ 138 30 相模原　鈴木道場 小学５年男子３７kg未満
大槻　真冬 おおつき　まふゆ 147 36 相模原　鈴木道場 小学６年男子４３kg未満
新垣　翔吾 あらかき　しょうご 163 50 相模原　鈴木道場 小学６年男子４３kg以上
佐々木　明日香 ささき　あすか 158 48 相模原　鈴木道場 中学女子５５kg未満 相模原市立中央中学校
望月　星伽 もちづき　せいか 153 49 相模原　鈴木道場 中学女子５５kg未満 相模原市立中央中学校
須藤　里紗 すどう　りさ 161 55 相模原　鈴木道場 高校女子５７kg未満 神奈川県立上溝高等学校
髙橋　裕輝 たかはし　ゆうき 157 43 相模原　鈴木道場 中学男子４５kg未満 田名中学校

桜塾 48
氏原　陸登 うじはら　りくと 115 20 桜塾 幼年男子
岡田　凌平 おかだ　りょうへい 114 20 桜塾 幼年男子
山﨑　星蘭 やまざき　きら 125 25 桜塾 小学１年女子
大塚　もえ おおつか　もえ 128 25 桜塾 小学２年女子
久保田　優海 くぼた　ゆうな 128 26.5 桜塾 小学３年女子
岡田　葵 おかだ　あおい 139 33.8 桜塾 小学３年女子
松下　慎 まつした　しん 122 22 桜塾 小学１年男子
岩永　勝亮 いわなが　しょうすけ 123 23 桜塾 小学１年男子
鈴木　恭悟 すずき　きょうご 127 22 桜塾 小学１年男子
野津　鷹也 のづ　たかや 125 26 桜塾 小学２年男子
山口　来希昌 やまぐち　るきあ 121 23 桜塾 小学２年男子
髙橋　大空 たかはし　そら 131 27 桜塾 小学２年男子
碓井　克己 うすい　かつみ 131 30 桜塾 小学４年男子３２kg未満
布川　晃基 ふかわ　こうき 131 29.5 桜塾 小学４年男子３２kg未満
伊藤　大晟 いとう　たいせい 131 27 桜塾 小学４年男子３２kg未満
髙橋　海人 たかはし　かいと 137 31 桜塾 小学４年男子３２kg未満
疋田　空邦 ひきた　がく 125 24 桜塾 小学３年男子
嶋津　和希 しまづ　かずき 135 33 桜塾 小学３年男子
竹尾　颯天 たけお　はやて 127 29 桜塾 小学３年男子
坂井　涼 さかい　りょう 130 25.5 桜塾 小学３年男子
松下　廉 まつした　れん 133 28 桜塾 小学３年男子
山見　哲太 やまみ　てった 137.3 34.5 桜塾 小学３年男子
氏原　隆 うじはら　りゅう 145 53 桜塾 小学５年男子３７kg以上
久保田　大冶 くぼた　だいち 148 47 桜塾 小学５年男子３７kg以上
和田　晃輝 わだ　こうき 144 36 桜塾 小学５年男子３７kg未満
浅井　寛武 あさい　ひろむ 142 34 桜塾 小学５年男子３７kg未満
山口　隼昌 やまぐち　とあ 150 36 桜塾 小学５年男子３７kg未満
疋田　廉 ひきた　れん 135 28 桜塾 小学６年男子４３kg未満
岡本　陸 おかもと　りく 147 38 桜塾 小学６年男子４３kg未満
辻　智哉 つじ　ともや 145 42 桜塾 小学６年男子４３kg未満
橋本　実生 はしもと　まお 142 37.5 桜塾 小学６年男子４３kg未満
大城　宗次朗 おおしろ　そうじろう 148 64 桜塾 小学６年男子４３kg以上
河合　郁哉 かわい　ふみや 157 47 桜塾 小学６年男子４３kg以上
伊藤　志瑛梨 いとう　しえり 132 30 桜塾 小学４年女子３２kg未満
浅井　日葉利 あさい　ひより 132 31 桜塾 小学４年女子３２kg未満
木村　萌那 きむら　もな 150 37 桜塾 小学４年女子３２kg以上
大塚　湖々呂 おおつか　こころ 140 33 桜塾 小学５年女子３７kg未満
清水　未来 しみず　みく 138 28.5 桜塾 小学５年女子３７kg未満
伊藤　舞香 いとう　まいか 141 36 桜塾 小学６年女子４３kg未満
松井　帄乃夏 まつい　ほのか 141 33 桜塾 小学６年女子４３kg未満
山口　栞晴 やまぐち　りせ 151 39 桜塾 中学女子４５kg未満 蒲郡中学校
鍬田　歩 くわた　あゆみ 154 49 桜塾 高校女子５０kg未満 岐阜総合学園高等学校
橋本　岳登 はしもと　がくと 154 44.5 桜塾 中学男子４５kg未満 彦根市立彦根南中学校
鍬田　凌一 くわた　りょういち 150 40 桜塾 中学男子４５kg未満 羽島中学校
松井　海輝 まつい　かいき 157 42 桜塾 中学男子４５kg未満 大津市立南郷中学校
山﨑　優海 やまざき　ゆうみ 160 45.5 桜塾 中学男子５５kg未満 浜松市立中郡中学校
布川　大喜 ふかわ　だいき 169 56 桜塾 中学男子６５kg未満 穂積中学校
二羽　駆 にわ　かける 168 56 桜塾 中学男子６５kg未満 大垣市立西部中学校

士衛塾 8
金田　萌杏 かねだ　もあ 134 31 士衛塾 小学２年女子
佐久間　凱 さくま　がい 140 30 士衛塾 小学３年男子
足立　蓮 あだち　れん 126 25 士衛塾 小学３年男子
渡辺　凛太郎 わたなべ　りんたろう 139 32 士衛塾 小学３年男子
金田　零央 かねだ　れお 152 42 士衛塾 小学５年男子３７kg以上
渡邉　大地 わたなべ　だいち 146 55 士衛塾 小学５年男子３７kg以上
浅見　和 あさみ　なごみ 145 37 士衛塾 小学６年女子４３kg未満
佐久間　凪 さくま　なぎ 161 47 士衛塾 中学女子５５kg未満 阿賀町立三川小中学校
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士衛塾　石川県本部 12
寺崎　裕遊 てらさき　ゆんゆ 128 27 士衛塾　石川県本部 小学２年女子
柳川　葵 やながわ　あおい 123 23.5 士衛塾　石川県本部 小学２年女子
松本　天志 まつもと　てんし 122 21 士衛塾　石川県本部 小学１年男子
川北　琉翔 かわきた　りゅうと 131 26 士衛塾　石川県本部 小学２年男子
武蔵　陸統 むさし　りくと 143 27 士衛塾　石川県本部 小学３年男子
神田　昂季 かんだ　こうき 158 46 士衛塾　石川県本部 小学６年男子４３kg以上
澤谷　大樹 さわたに　たいき 163 52 士衛塾　石川県本部 小学６年男子４３kg以上
林　怜央菜 はやし　れおな 150 39 士衛塾　石川県本部 小学６年女子４３kg未満
寺崎　昇龍 てらさき　りゅう 166 57 士衛塾　石川県本部 中学男子６５kg未満 金沢市立清泉中学校
武蔵　真宙 むさし　まひろ 187 85 士衛塾　石川県本部 中学男子６５kg以上 白山市立笠間中学校
坪内　拓斗 つぼうち　たくと 162 52 士衛塾　石川県本部 高校男子６０kg未満 明倫高等学校
寺崎　烈心 てらさき　れつ 168 56 士衛塾　石川県本部 高校男子６０kg未満 石川県立金沢中央高等学校

至真会館 2
木村　玲仁 きむら　れいに 140 31 至真会館 小学４年男子３２kg未満
大髙　大周 おおたか　たいしゅう 152 47 至真会館 小学５年男子３７kg以上

七州会　大田支部 1
福田　基貴 ふくだ　もとき 132 40 七州会　大田支部 小学４年男子３２kg以上

志優会 13
吉見　藍綺 よしみ　あき 131 25 志優会 小学２年女子
土屋　祐海 つちや　ひろみ 136 30 志優会 小学４年男子３２kg未満
八木　隼斗 やぎ　はやと 135 29 志優会 小学４年男子３２kg未満
橋根　皓士 はしね　ひろと 139 31.5 志優会 小学４年男子３２kg未満
伊藤　琢磨 いとう　たくま 131 29 志優会 小学４年男子３２kg未満
近藤　勇樹 こんどう　ゆうき 141 39 志優会 小学４年男子３２kg以上
池田　大晟 いけだ　たいせい 136 39 志優会 小学４年男子３２kg以上
原田　つばさ はらだ　つばさ 140 37 志優会 小学３年男子
櫻江　遥 さくらえ　はるか 152 44 志優会 小学６年女子４３kg以上
岩崎　菜緒 いわさき　なお 150 44.5 志優会 中学女子４５kg未満 七国中学校
池田　凌斗 いけだ　りょうと 156 43 志優会 中学男子４５kg未満 八王子市立みなみ野中学校
土屋　拓海 つちや　たくみ 152 39 志優会 中学男子４５kg未満 八王子市立七国中学校
相川　竜真 あいかわ　りょうま 167 54 志優会 高校男子６０kg未満 八王子拓真高等学校

柔真流空手塾同志会 10
髙藤　勇 たかふじ　いさむ 127 26.7 柔真流空手塾同志会 幼年男子
北岡　大河 きたおか　たいが 100 17 柔真流空手塾同志会 幼年男子
渡邉　沙良 わたなべ　さら 117 23 柔真流空手塾同志会 小学１年女子
今井　佑奈 いまい　ゆうな 131 40 柔真流空手塾同志会 小学１年女子
竹山　冨太 たけやま　ふうた 121 21 柔真流空手塾同志会 小学１年男子
北岡　青空 きたおか　そら 117 21 柔真流空手塾同志会 小学１年男子
渡邉　廣 わたなべ　こう 136 36 柔真流空手塾同志会 小学２年男子
柿沼　柊希 かきぬま　しゅうき 118 22 柔真流空手塾同志会 小学２年男子
柿沼　涼菜 かきぬま　すずな 135 28.5 柔真流空手塾同志会 小学４年女子３２kg未満
井上　静佳 いのうえ　しずか 150 43 柔真流空手塾同志会 小学５年女子３７kg以上

昭武館 3
鴫田　侑武 しぎた　ゆうむ 148 50 昭武館 小学４年男子３２kg以上
糟谷　海人 かすや　かいと 148 40 昭武館 中学男子４５kg未満 入間川中学校
稲森　優昂 いなもり　ゆたか 162 60 昭武館 中学男子６５kg未満 東大和市立第三中学校

少林流阿部会館 5
加藤　桃佳 かとう　ももか 115 20 少林流阿部会館 幼年女子
阿部　花恋 あべ　かれん 135 32 少林流阿部会館 小学３年女子
阿部　将之 あべ　まさひさ 123 25 少林流阿部会館 小学１年男子
阿久津　美月 あくつ　みづき 155 51 少林流阿部会館 小学４年女子３２kg以上
吉田　沙季 よしだ　さき 150 42 少林流阿部会館 小学５年女子３７kg以上

新格闘術　五十嵐道場 8
荒明　真汐 あらあけ　ましお 132 29 新格闘術　五十嵐道場 小学２年女子
伊藤　凛 いとう　りん 125 25 新格闘術　五十嵐道場 小学２年女子
秋田　梨沙 あきた　りさ 130 28 新格闘術　五十嵐道場 小学３年女子
秋田　竜之介 あきた　りゅうのすけ 118 21 新格闘術　五十嵐道場 小学１年男子
小嵜　太陽 こざき　たいよう 130 33 新格闘術　五十嵐道場 小学３年男子
秋田　梨織 あきた　りお 140 32 新格闘術　五十嵐道場 小学５年女子３７kg未満
芳賀　龍聖 はが　りゅうせい 165 53 新格闘術　五十嵐道場 中学男子５５kg未満 会津若松市立第五中学校
小嵜　海陸 こざき　かいり 160 54.9 新格闘術　五十嵐道場 中学男子５５kg未満 会津若松市立第四中学校

真誠塾 1
中村　健成 なかむら　けんせい 138 36.5 真誠塾 小学４年男子３２kg以上

水滸會丈夫塾 9
山﨑　亮輝 やまざき　りょうき 138 30 水滸會丈夫塾 小学４年男子３２kg未満
宗片　博太郎 むねかた　ひろたろう 133 30 水滸會丈夫塾 小学４年男子３２kg未満
佐久間　健全 さくま　たけはる 137 32 水滸會丈夫塾 小学５年男子３７kg未満
萩原　煕 はぎわら　ひかる 147 40 水滸會丈夫塾 小学６年男子４３kg未満
山縣　はる やまがた　はる 149 45 水滸會丈夫塾 小学５年女子３７kg以上
木戸　沙耶 きど　さや 161 46 水滸會丈夫塾 高校女子５０kg未満 北星学園女子高等学校
岩　翔希 いわ　しょうき 152 45 水滸會丈夫塾 中学男子４５kg未満 札幌市立平岡中学校
村田　良 むらた　りょう 172 54 水滸會丈夫塾 中学男子５５kg未満 藤野中学校
黒田　徹 くろだ　てつ 160 47 水滸會丈夫塾 中学男子５５kg未満 札幌市立中央中学校

正拳会 5
荒井　陽洋 あらい　はるひろ 104 17.5 正拳会 幼年男子
加賀谷　翔聖 かがや　しょうせい 147 42 正拳会 小学５年男子３７kg以上
内村　隆元 うちむら　りゅうげん 147 40 正拳会 小学５年男子３７kg以上
酒井　乃碧 さかい　のあ 140 30 正拳会 小学６年女子４３kg未満
渡辺　駿 わたなべ　しゅん 160 53 正拳会 中学男子５５kg未満 浦安市立浦安中学校

聖心会 2
石川　龍之介 いしかわ　りゅうのすけ 142 32 聖心会 小学４年男子３２kg以上
太田　泰賀 おおた　たいが 135 34 聖心会 小学４年男子３２kg以上
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誠真会 18
下山　藍斗 しもやま　らんと 115 21 誠真会 幼年男子
新井　りりあ あらい　りりあ 131 29 誠真会 小学２年女子
土田　麟 つちだ　りん 123 24 誠真会 小学１年男子
岡田　直大 おかだ　なおひろ 122 22.5 誠真会 小学２年男子
高鳥　澪 たかとり　れい 126 26 誠真会 小学４年男子３２kg未満
小出　真聖 こいで　まさきよ 147 52 誠真会 小学４年男子３２kg以上
新井　廉央 あらい　れお 145 45 誠真会 小学４年男子３２kg以上
髙際　勇斗 たかぎわ　ゆうと 135 40 誠真会 小学３年男子
下山　純汰 しもやま　じゅんた 130 24 誠真会 小学３年男子
青木　陽平 あおき　ようへい 130 27 誠真会 小学３年男子
石原　匠人 いしはら　たくと 154 36.9 誠真会 小学５年男子３７kg未満
柳田　翔月 やなぎだ　はづき 145 47 誠真会 小学５年男子３７kg以上
伊永　啓吾 これなが　けいご 143 35 誠真会 小学６年男子４３kg未満
青木　一永 あおき　もとはる 153 56 誠真会 小学６年男子４３kg以上
瀬戸　光 せと　ひかる 150 50 誠真会 小学６年男子４３kg以上
秋野　朊輝 あきの　ともき 152 55 誠真会 小学６年男子４３kg以上
橋爪　琳 はしづめ　りん 143 30 誠真会 小学４年女子３２kg未満
秋野　梨紗 あきの　りさ 135 35 誠真会 小学４年女子３２kg以上

誠真会館　清瀬支部 2
土屋　翔斗 つちや　しょうと 120 20 誠真会館　清瀬支部 小学１年男子
星野　力也 ほしの　りきや 138 43 誠真会館　清瀬支部 小学２年男子

誠真会館　杉並支部 1
平方　慎人 ひらかた　まこと 139 38 誠真会館　杉並支部 小学４年男子３２kg以上

清心館 5
信沢　椋平 のぶさわ　りょうへい 131 26 清心館 小学４年男子３２kg未満
山口　紘武 やまぐち　ひろむ 138 29 清心館 小学４年男子３２kg未満
菊地　蒔士 きくち　まきし 148 46 清心館 小学４年男子３２kg以上
小原　将太郎 おばら　しょうたろう 131 24 清心館 小学３年男子
原　拓海 はら　たくみ 135 32 清心館 小学３年男子

正伝流中村道場 12
鈴木　敬太 すずき　けいた 134 34 正伝流中村道場 小学２年男子
鈴木　海来 すずき　みらい 120 22 正伝流中村道場 小学４年男子３２kg未満
金　永燦 きむ　よんちゃん 135 31 正伝流中村道場 小学４年男子３２kg未満
森田　一生 もりた　いっせい 138 32 正伝流中村道場 小学４年男子３２kg以上
藤本　嵩斗 ふじもと　たかと 150 41 正伝流中村道場 小学４年男子３２kg以上
松井　祐介 まつい　ゆうすけ 142 38 正伝流中村道場 小学５年男子３７kg以上
鈴木　海伸 すずき　かいしん 126 24 正伝流中村道場 小学６年男子４３kg未満
越田　皓稀 こしだ　こうき 158 55 正伝流中村道場 小学６年男子４３kg以上
中村　日菜 なかむら　ひな 150 39 正伝流中村道場 小学５年女子３７kg以上
有山　蓮也 ありやま　れんや 153 43 正伝流中村道場 中学男子４５kg未満 町田市立鶴川中学校
浦田　誠 うらた　まこと 160 59 正伝流中村道場 高校男子６０kg未満 神奈川県立麻生高等学校
荒川　拓弥 あらかわ　たくや 169 68 正伝流中村道場 高校男子７０kg未満 神奈川県立平塚工科高等学校

星和会館 15
羽金　珠月亜 はがね　じゅりあ 119 21 星和会館 小学１年女子
大城　啓生 おおしろ　ひろき 130 27 星和会館 小学２年男子
櫻井　惇之介 さくらい　じゅんのすけ 134 51.4 星和会館 小学２年男子
羽金　寿 はがね　しゅう 134 32 星和会館 小学４年男子３２kg以上
赤塚　駿 あかつか　しゅん 134 44 星和会館 小学４年男子３２kg以上
濱村　修斗 はまむら　しゅうと 130 26 星和会館 小学３年男子
萩原　敦史 はぎわら　あつし 130 26 星和会館 小学３年男子
菊池　学人 きくち　まなと 143 43 星和会館 小学３年男子
斉藤　琉 さいとう　るう 135 29 星和会館 小学３年男子
髙久　竜盛 たかく　りゅうせい 143 35 星和会館 小学６年男子４３kg未満
塚本　成夢 つかもと　なるむ 150 52 星和会館 小学６年男子４３kg以上
上村　優理奈 かみむら　ゆりな 138 33 星和会館 小学４年女子３２kg以上
櫻井　陽菜 さくらい　ひな 158 65 星和会館 中学女子５５kg以上 荒川区立尾久八幡中学校
速水　大輝 はやみず　だいき 163 53 星和会館 中学男子５５kg未満 荒川区立第七中学校
小湊　悠登 こみなと　ゆうと 152 52 星和会館 中学男子５５kg未満 江南中学校

園部道場 3
高井　颯羽 たかい　そうは 119 23.5 園部道場 小学２年男子
浅見　祐都 あさみ　ゆうと 120 22 園部道場 小学２年男子
小暮　愛水里 こぐれ　えみり 139 33 園部道場 小学４年女子３２kg以上

大成会館　平塚塾 1
下田　深山 しもだ　しんざん 122 24 大成会館　平塚塾 小学２年男子

大成会館　横浜支部 3
荒井　実夏 あらい　みなつ 124 22.5 大成会館　横浜支部 小学３年女子
加藤　遼也 かとう　はるや 126 26 大成会館　横浜支部 小学３年男子
荒井　悠汰 あらい　ゆうた 141 33 大成会館　横浜支部 小学６年男子４３kg未満

琢磨会 5
熊谷　律人 くまがい　りつと 115 21 琢磨会 小学１年男子
村上　慶 むらかみ　けい 125 25 琢磨会 小学２年男子
村上　廉 むらかみ　れん 129 29 琢磨会 小学４年男子３２kg未満
熊谷　祥二郎 くまがい　しょうじろう 136 28 琢磨会 小学４年男子３２kg未満
熊谷　栄一郎 くまがい　えいいちろう 165 48 琢磨会 小学６年男子４３kg以上
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西山道場　千葉大宮 8
熱海　颯音 あたみ　はやと 124 25 西山道場　千葉大宮 小学１年男子
松原　樹 まつばら　いつき 127 30 西山道場　千葉大宮 小学１年男子
斉藤　空 さいとう　そら 112 18 西山道場　千葉大宮 小学１年男子
斉藤　玲央 さいとう　れお 133 32 西山道場　千葉大宮 小学３年男子
斉藤　莉里 さいとう　りり 143 32 西山道場　千葉大宮 小学５年女子３７kg未満
安島　和輝 あじま　かずき 161 48 西山道場　千葉大宮 高校男子６０kg未満 千葉県立若松高等学校
平岡　翔吾 ひらおか　しょうご 169 69.5 西山道場　千葉大宮 高校男子７０kg未満 千葉県立千葉南高等学校
高田　晃志 たかだ　こうじ 180 80 西山道場　千葉大宮 高校男子７０kg以上 千葉県立千城台高等学校

野澤道場 4
末永　凌雅 すえなが　りょうが 116 21 野澤道場 幼年男子
野澤　サリー のざわ　さりー 134 38.7 野澤道場 小学３年女子
芳賀　樹 はが　いつき 123.5 26.4 野澤道場 小学１年男子
金井　颯汰 かない　そうた 132 30 野澤道場 小学１年男子

飛心会 16
安居　怜生 あぐい　れい 124 24 飛心会 幼年男子
永井　秀 ながい　しゅう 109 20 飛心会 幼年男子
木村　一千花 きむら　いちか 123 25 飛心会 小学１年女子
宮脇　心愛 みやわき　このあ 116.5 22 飛心会 小学１年女子
向井　菜々美 むかい　ななみ 139 37 飛心会 小学３年女子
古川　槙心 ふるかわ　まこと 123 26 飛心会 小学１年男子
小野　遥翔 おの　はると 128 27 飛心会 小学２年男子
北川　怜 きたがわ　れい 131.5 28.5 飛心会 小学４年男子３２kg未満
宮脇　志温 みやわき　しおん 130 29 飛心会 小学３年男子
乗光　星来 のりみつ　せら 124 24 飛心会 小学３年男子
永井　励 ながい　れい 126 27 飛心会 小学３年男子
長田　大輝 ながた　だいき 142 32 飛心会 小学５年男子３７kg未満
和田　琉聖 わだ　りゅうき 146 39 飛心会 小学６年男子４３kg未満
和田　靜里奈 わだ　せりな 132 28 飛心会 小学４年女子３２kg未満
富野　真麻 とみの　まあさ 144 45 飛心会 小学５年女子３７kg以上
赤木　莉杏子 あかぎ　りなこ 150 44 飛心会 中学女子４５kg未満 豊中市立第十四中学校

飛馬道場 5
宮川　大樹 みやがわ　だいき 154.5 41.5 飛馬道場 小学６年男子４３kg未満
松尾　慧人 まつお　けいと 146 38.5 飛馬道場 小学６年男子４３kg未満
佐藤　優月 さとう　ゆづき 157 40 飛馬道場 小学６年女子４３kg未満
鴨田　唯香 かもだ　ゆいか 150 45 飛馬道場 中学女子４５kg未満 久里浜中学校
鴨田　翔哉 かもだ　しょうや 163 54 飛馬道場 中学男子５５kg未満 大矢部中学校

武心会 6
田川　礼 たがわ　らい 146 60 武心会 小学５年男子３７kg以上
湯澤　瑠奈 ゆざわ　るな 153 37 武心会 中学女子４５kg未満 角館中学校
湯澤　花梨奈 ゆざわ　かりな 160 62 武心会 中学女子５５kg以上 角館中学校
木元　美禪 きもと　びぜん 149 39 武心会 中学男子４５kg未満 仙北市立角館中学校
畠山　勇輝 はたけやま　ゆうき 163 47.4 武心会 中学男子５５kg未満 角館中学校
田川　颯 たがわ　はやて 165 75 武心会 中学男子６５kg以上 角館中学校

武心塾カラテ 7
藤原　見奈巳 ふじわら　みなみ 139 33 武心塾カラテ 小学３年女子
堤　夏蓮 つつみ　かれん 135 29 武心塾カラテ 小学３年女子
堀口　祐馬 ほりぐち　ゆうま 134 31 武心塾カラテ 小学３年男子
森　且貴 もり　かつき 144 40 武心塾カラテ 小学６年男子４３kg未満
川崎　優介 かわさき　ゆうすけ 145 40 武心塾カラテ 小学６年男子４３kg未満
片岡　蒼葉 かたおか　あおば 138 29 武心塾カラテ 小学４年女子３２kg未満
森　元貴 もり　げんき 162 50 武心塾カラテ 中学男子５５kg未満 藤沢市立秋葉台中学校

フルコンタクトカラテスクール 21
細矢　涼太 ほそや　りょうた 110 19 フルコンタクトカラテスクール 幼年男子
小川　昂星 おがわ　こうせい 122 20 フルコンタクトカラテスクール 小学１年男子
大山　隆之介 おおやま　りゅうのすけ 125 25 フルコンタクトカラテスクール 小学１年男子
細矢　秀太 ほそや　しゅうた 135 34 フルコンタクトカラテスクール 小学２年男子
友松　嵐太郎 ともまつ　らんたろう 134 38 フルコンタクトカラテスクール 小学４年男子３２kg以上
佐藤　駿成 さとう　しゅんせい 137 30 フルコンタクトカラテスクール 小学３年男子
杉崎　拓也 すぎざき　たくや 153 42 フルコンタクトカラテスクール 小学５年男子３７kg以上
青木　紀樹 あおき　のりき 143 38 フルコンタクトカラテスクール 小学５年男子３７kg以上
砂川　紘太 すながわ　こうた 152 39 フルコンタクトカラテスクール 小学６年男子４３kg未満
坪谷　旭紘 つぼや　あさひ 152 41 フルコンタクトカラテスクール 小学６年男子４３kg未満
坪谷　向日葵 つぼや　ひまわり 140 40 フルコンタクトカラテスクール 小学４年女子３２kg以上
佐藤　杏優 さとう　あゆ 160 52 フルコンタクトカラテスクール 小学６年女子４３kg以上
青木　優佳 あおき　ゆうか 154 40 フルコンタクトカラテスクール 中学女子４５kg未満 下瀬谷中学校
宮森　いずみ みやもり　いずみ 150 42 フルコンタクトカラテスクール 中学女子４５kg未満 上和田中学校
友松　紗理菜 ともまつ　さりな 148 54 フルコンタクトカラテスクール 中学女子５５kg未満 上鶴間中学校
小川　侑大 おがわ　ゆうだい 162 48 フルコンタクトカラテスクール 中学男子５５kg未満 横浜市立いずみ野中学校
金子　大輝 かねこ　だいき 173 53 フルコンタクトカラテスクール 中学男子５５kg未満 西谷中学校
友松　虎太郎 ともまつ　こたろう 155 64 フルコンタクトカラテスクール 中学男子６５kg未満 上鶴間中学校
飯塚　諒太 いいづか　りょうた 169 61 フルコンタクトカラテスクール 中学男子６５kg未満 大和市立大和中学校
杉崎　駿 すぎざき　たかし 173 66 フルコンタクトカラテスクール 高校男子７０kg未満 神奈川県立湘南台高等学校
髙橋　優矢 たかはし　ゆうや 174 77 フルコンタクトカラテスクール 高校男子７０kg以上 神奈川県立大和南高等学校
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北晋寺西道場 10
由井　嶺海 ゆい　みなみ 117 20 北晋寺西道場 幼年男子
由井　園海 ゆい　そのみ 107 17 北晋寺西道場 幼年女子
由井　岳海 ゆい　たけみ 130 30 北晋寺西道場 小学４年男子３２kg未満
油井　蒼生 ゆい　あおい 131 27 北晋寺西道場 小学４年男子３２kg未満
蔦木　将吾 つたき　しょうご 144 42.5 北晋寺西道場 小学５年男子３７kg以上
坂本　健生 さかもと　たける 147 44 北晋寺西道場 小学５年男子３７kg以上
清水　空 しみず　そら 150 55 北晋寺西道場 小学５年女子３７kg以上
油井　亮太朗 ゆい　りょうたろう 147 37 北晋寺西道場 中学男子４５kg未満 川上中学校
清水　政宗 しみず　まさむね 161 59 北晋寺西道場 中学男子６５kg未満 明野中学校
小山　恵悟 こやま　けいご 169 56 北晋寺西道場 高校男子６０kg未満 岩田村高等学校

北斗会館　総本部 2
小林　飛翔 こばやし　とわ 123 23 北斗会館　総本部 小学２年男子
山浦　力也 やまうら　りきや 138 33 北斗会館　総本部 小学５年男子３７kg未満

真樹道場　城西支部 3
森口　涼介 もりぐち　りょうすけ 128 29 真樹道場　城西支部 小学３年男子
柄本　一臣 えもと　かずおみ 136 39 真樹道場　城西支部 小学３年男子
鈴木　駿太 すずき　しゅんた 138 27 真樹道場　城西支部 小学５年男子３７kg未満

松島空手道場 3
石垣　海 いしがき　かい 126 26 松島空手道場 小学１年男子
千葉　衣緒里 ちば　いおり 151 54 松島空手道場 中学女子５５kg未満 松島町立松島中学校
嶺岸　金太郎 みねぎし　きんたろう 170 57 松島空手道場 高校男子６０kg未満 仙台二華高等学校

宮本道場 12
菊池　亜門 きくち　あもん 128 27 宮本道場 小学１年男子
木村　稲吾 きむら　とうご 143 38 宮本道場 小学４年男子３２kg以上
野中　優翔 のなか　ゆうき 148 43 宮本道場 小学３年男子
中村　海聖 なかむら　かいと 150 46 宮本道場 小学５年男子３７kg以上
菊池　颯 きくち　はやて 146 42 宮本道場 小学５年男子３７kg以上
村上　航健 むらかみ　こうけん 144 34 宮本道場 小学６年男子４３kg未満
清田　正人 せいだ　まさと 168 58 宮本道場 小学６年男子４３kg以上
野中　遥香 のなか　はるか 150 37 宮本道場 小学４年女子３２kg以上
木村　圭吾 きむら　けいご 161 47 宮本道場 中学男子５５kg未満 青稜中学校
斎藤　雅也 さいとう　まさや 168 59 宮本道場 高校男子６０kg未満 東京高等学校
眞澄　将 ますみ　しょう 173 67.5 宮本道場 高校男子７０kg未満 川崎高等学校
森田　和樹 もりた　かずき 169 64 宮本道場 高校男子７０kg未満 大師高等学校

無限　勇進会 12
神山　航聖 かみやま　こうせい 120 22 無限　勇進会 幼年男子
江口　勇太 えぐち　ゆうた 118 20 無限　勇進会 小学１年男子
石橋　明季 いしばし　はるき 121 23 無限　勇進会 小学１年男子
石井　大翔 いしい　やまと 127 23.5 無限　勇進会 小学１年男子
佐瀬　慎之介 させ　しんのすけ 128 32 無限　勇進会 小学１年男子
石橋　卓巳 いしばし　たくみ 141 35 無限　勇進会 小学４年男子３２kg以上
小林　勇雅 こばやし　ゆうが 136 43 無限　勇進会 小学３年男子
大場　健吾 おおば　けんご 138 38 無限　勇進会 小学６年男子４３kg未満
梅室　雄生 うめむろ　ゆうき 159 62 無限　勇進会 小学６年男子４３kg以上
大場　ももか おおば　ももか 152 48 無限　勇進会 高校女子５０kg未満 千葉県立匝瑳高等学校
内山　一斗 うちやま　たかと 170 75 無限　勇進会 中学男子６５kg以上 大網町立増穂中学校
石橋　怜也 いしばし　れいや 169 67 無限　勇進会 中学男子６５kg以上 東金市立東金中学校

安原道場 3
安光　真緒 やすみつ　まお 123 22 安原道場 小学１年女子
玉生　哲也 たまお　てつや 144.5 45 安原道場 小学４年男子３２kg以上
安光　拓真 やすみつ　たくま 140 35 安原道場 小学４年男子３２kg以上

勇輝会館 5
松岡　渚紗 まつおか　なぎさ 124 26.5 勇輝会館 小学１年女子
松岡　太陽 まつおか　たいよう 127 26 勇輝会館 小学２年男子
藤原　怜士 ふじわら　れいじ 132 30 勇輝会館 小学４年男子３２kg未満
小田　尋久 おだ　じんく 130 30 勇輝会館 小学３年男子
呉屋　広樹 くれや　こうき 140 34 勇輝会館 小学５年男子３７kg未満

勇志会　神奈川県本部 2
髙橋　るみか たかはし　るみか 150 44 勇志会　神奈川県本部 小学６年女子４３kg以上
小川　隼斗 おがわ　はやと 168 56 勇志会　神奈川県本部 中学男子６５kg未満 川崎市立東高津中学校

勇志会　川越支部 3
清水　翔太郎 しみず　しょうたろう 123 25.5 勇志会　川越支部 小学２年男子
清水　丈太郎 しみず　じょうたろう 137 31 勇志会　川越支部 小学５年男子３７kg未満
関根　大貴 せきね　ひろき 153 49 勇志会　川越支部 中学男子５５kg未満 川越市立砂中学校

勇志会　総本部 13
山﨑　樹璃 やまざき　じゅり 129 25 勇志会　総本部 小学２年女子
竹内　栞萌 たけうち　かほ 123 24 勇志会　総本部 小学３年女子
高橋　柊継 たかはし　しゅうけい 123 23.5 勇志会　総本部 小学２年男子
佐野　公俊 さの　きみとし 125 30 勇志会　総本部 小学２年男子
藤原　龍冴 ふじわら　りゅうが 140 33 勇志会　総本部 小学４年男子３２kg以上
高橋　将敬 たかはし　しょうけい 140 33 勇志会　総本部 小学４年男子３２kg以上
田代　悠多 たしろ ゆうた 148 38 勇志会　総本部 小学６年男子４３kg未満
小又　樹 こまた　たつき 155 45 勇志会　総本部 小学６年男子４３kg以上
小又　楓 こまた　かえで 141 31 勇志会　総本部 小学４年女子３２kg未満
樋口　梨乃 ひぐち　りの 153 42 勇志会　総本部 小学５年女子３７kg以上
砂川　貴蘭 すながわ　きらん 154 52 勇志会　総本部 中学女子５５kg未満 練馬区立開進第二中学校
樋口　尚行 ひぐち　なおゆき 166 53 勇志会　総本部 中学男子５５kg未満 私立城北埼玉中学校
砂川　貴蓮 すながわ　きれん 176 75 勇志会　総本部 高校男子７０kg以上 中央大学杉並高等学校

悠和会 1
堀尾　裕司 ほりお　ゆうじ 163 54.5 悠和会 中学男子５５kg未満 川崎市立高津中学校
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葉隠塾 9
並木　瑠希 なみき　りゅうき 130 29 葉隠塾 小学２年男子
大葉　広駿 おおば　つばさ 137 30 葉隠塾 小学３年男子
鍛冶　理宇 かじ　りう 126 24 葉隠塾 小学３年男子
李　基文 り　もとふみ 141 35 葉隠塾 小学５年男子３７kg未満
鍛冶　笙 かじ　しょう 158 42 葉隠塾 小学６年男子４３kg未満
成田　憲武 なりた　のりたけ 160 50.4 葉隠塾 小学６年男子４３kg以上
鍛冶　真帄 かじ　まほ 156 41 葉隠塾 中学男子４５kg未満 福生第一中学校
森田　純基 もりた　じゅんき 152 52 葉隠塾 中学男子５５kg未満 端穂町立端穂中学校
根本　恭兵 ねもと　きょうへい 167 56 葉隠塾 高校男子６０kg未満 拓殖大学第一高等学校

吉川道場 1
寺西　竜矢 てらにし　たつや 147 60 吉川道場 小学５年男子３７kg以上

吉田塾 6
一瀬　眞尋 いちのせ　まひろ 129 21 吉田塾 小学２年女子
上野　優太 うえの　ゆうた 125 26 吉田塾 小学１年男子
金岡　陽大 かねおか　ようた 130 30 吉田塾 小学１年男子
一瀨　優健 いちのせ　ゆうけん 145 32 吉田塾 小学５年男子３７kg未満
吉田　大地 よしだ　だいち 154 42 吉田塾 小学６年男子４３kg未満
枝川　城之進 えだがわ　じょうのしん 147 40 吉田塾 小学６年男子４３kg未満

礼心館 6
青笹　太樹 あおざさ　たいき 134 30 礼心館 小学４年男子３２kg未満
佐伯　優羽 さえき　ゆう 126 25 礼心館 小学３年男子
斉藤　翔琉 さいとう　かける 141 34 礼心館 小学６年男子４３kg未満
桑原　滉季 くわはら　こうき 150 40 礼心館 小学６年男子４３kg以上
小泉　百々 こいずみ　もも 132 35 礼心館 小学４年女子３２kg以上
小泉　稔々 こいずみ　ねね 147 40 礼心館 中学女子４５kg未満 江戸川区立南葛西第二中学校

渡邊道場 13
新里　誠光 にっさと　まさみつ 123 24 渡邊道場 小学１年男子
小池　笙太 こいけ　しょうた 134.5 25.8 渡邊道場 小学２年男子
久保　達広 くぼ　たつひろ 134 32 渡邊道場 小学２年男子
和田山　雄平 わだやま　ゆうへい 133 30 渡邊道場 小学４年男子３２kg未満
矢沢　晴生 やざわ　はるき 142 30 渡邊道場 小学４年男子３２kg未満
吉岡　夕馬 よしおか　ゆうま 141 32 渡邊道場 小学４年男子３２kg以上
木村　彗太郎 きむら　せいたろう 140 32.5 渡邊道場 小学４年男子３２kg以上
岩尾　鉄 いわお　てつ 140 31.5 渡邊道場 小学３年男子
渡邉　銀河 わたなべ　ぎんが 135 35 渡邊道場 小学３年男子
柳澤　侑哉 やなぎさわ　ゆうや 154 60 渡邊道場 小学５年男子３７kg以上
新里　勇斗 にっさと　ゆうと 154 39 渡邊道場 小学６年男子４３kg未満
吉岡　つぐみ よしおか　つぐみ 138 30 渡邊道場 小学４年女子３２kg未満
横山　日子 よこやま　ひこ 161 63 渡邊道場 中学女子５５kg以上 国士舘中学校

極真会館　埼玉県木村道場 7
亥飼　渚生 いがい　しょう 118 26.5 極真会館　埼玉県木村道場 小学１年男子
森橋　知広 もりはし　ちひろ 134 28 極真会館　埼玉県木村道場 小学４年男子３２kg未満
室岡　武蔵 むろおか　むさし 124 27 極真会館　埼玉県木村道場 小学３年男子
千葉　陽太 ちば　ようた 130 30 極真会館　埼玉県木村道場 小学３年男子
桑田　涼平 くわた　りょうへい 145 35 極真会館　埼玉県木村道場 小学５年男子３７kg未満
浅古　麗美 あさこ　れいみ 151 44 極真会館　埼玉県木村道場 中学女子４５kg未満 草加市立草加中学校
星　龍之介 ほし　りゅうのすけ 163 75 極真会館　埼玉県木村道場 中学男子６５kg以上 草加市立花栗中学校

極真会館　神奈川県釘嶋道場 1
斉藤　佳憲 さいとう　よしのり 138 35 極真会館　神奈川県釘嶋道場 小学６年男子４３kg未満

極真会館　千葉県田中道場 32
榎本　空透 えのもと　くうと 110 18.5 極真会館　千葉県田中道場 幼年男子
田中　健 たなか　けん 122 21 極真会館　千葉県田中道場 幼年男子
増田　圭亮 ますだ　けいすけ 122 23.5 極真会館　千葉県田中道場 小学１年男子
足立　大和 あだち　やまと 122 27 極真会館　千葉県田中道場 小学１年男子
中村　琉愛 なかむら　るい 120 26 極真会館　千葉県田中道場 小学２年男子
若原　翼 わかはら　つばさ 122 23 極真会館　千葉県田中道場 小学２年男子
田中　勇利 たなか　ゆうり 136 32 極真会館　千葉県田中道場 小学２年男子
菊地　真己人 きくち　まこと 132 38 極真会館　千葉県田中道場 小学２年男子
長谷川　広騎 はせがわ　こうき 129 28 極真会館　千葉県田中道場 小学４年男子３２kg未満
足立　大地 あだち　だいち 152 52 極真会館　千葉県田中道場 小学４年男子３２kg以上
張間　真幸 はりま　まさき 136 35 極真会館　千葉県田中道場 小学４年男子３２kg以上
菊地　諄弥 きくち　しゅんや 138 40 極真会館　千葉県田中道場 小学４年男子３２kg以上
永嶋　克成 ながしま　かつなり 136 33 極真会館　千葉県田中道場 小学４年男子３２kg以上
小林　健人 こばやし　けんと 133 26 極真会館　千葉県田中道場 小学３年男子
大多和　星也 おおたわ　せいや 134 28 極真会館　千葉県田中道場 小学３年男子
福永　匠真 ふくなが　たくま 130 30 極真会館　千葉県田中道場 小学３年男子
山口　幸輝 やまぐち　こうき 138 36 極真会館　千葉県田中道場 小学５年男子３７kg以上
鶴岡　楓真 つるおか　ふうま 130 36.9 極真会館　千葉県田中道場 小学５年男子３７kg未満
秋葉　晃希 あきば　こうき 150 36 極真会館　千葉県田中道場 小学６年男子４３kg未満
野崎　太志 のざき　ふとし 144 48 極真会館　千葉県田中道場 小学６年男子４３kg以上
長谷川　そら はせがわ　そら 142 31 極真会館　千葉県田中道場 小学４年女子３２kg未満
秋葉　紗希 あきば　さき 130 25 極真会館　千葉県田中道場 小学４年女子３２kg未満
中薗　綾乃 なかぞの　あやの 141 33 極真会館　千葉県田中道場 小学５年女子３７kg未満
新井　未来 あらい　みく 142 35 極真会館　千葉県田中道場 小学６年女子４３kg未満
長谷川　由海 はせがわ　ゆうみ 152 43 極真会館　千葉県田中道場 中学女子４５kg未満 千葉市立土気南中学校
佐藤　エリカ さとう　えりか 156 48 極真会館　千葉県田中道場 高校女子５０kg未満 千葉南高等学校
木村　真鈴 きむら　まりん 153 56 極真会館　千葉県田中道場 高校女子５７kg未満 千葉県立大原高等学校
伊東　拓海 いとう　たくみ 154 44 極真会館　千葉県田中道場 中学男子４５kg未満 千葉市立有吉中学校
髙橋　成蓮 たかはし　せれん 154 41 極真会館　千葉県田中道場 中学男子４５kg未満 勝浦市立勝浦中学校
福田　一也 ふくだ　かずや 160 44.9 極真会館　千葉県田中道場 中学男子４５kg未満 茂原市立富士見中学校
松下　武 まつした　たける 150 38 極真会館　千葉県田中道場 中学男子４５kg未満 千葉市立大椎中学校
大塚　勇太 おおつか　ゆうた 159 46 極真会館　千葉県田中道場 中学男子５５kg未満 千葉市立有吉中学校
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極真会館坂本道場 3
増田　優作 ますだ　ゆうさく 127 25 極真会館坂本道場 小学２年男子
増田　源太郎 ますだ　げんたろう 162 64 極真会館坂本道場 小学６年男子４３kg以上
仲上　龍馬 なかがみ　りょうま 172 63 極真会館坂本道場 高校男子７０kg未満 神奈川県立市ヶ尾高等学校

極真会館坂本道場　大平 9
坂本　大地 さかもと　たいち 109 17 極真会館坂本道場　大平 幼年男子
新村　流星 にいむら　りゅうせい 119 24.5 極真会館坂本道場　大平 幼年男子
五味田　力斗 ごみた　りきと 122 22 極真会館坂本道場　大平 小学２年男子
大塚　佑弥 おおつか　ゆうや 137 36 極真会館坂本道場　大平 小学４年男子３２kg以上
山田　楓海 やまだ　ふうが 123 23 極真会館坂本道場　大平 小学３年男子
高橋　良朊 たかはし　よしとも 135 33 極真会館坂本道場　大平 小学３年男子
小林　陽人 こばやし　はると 128 26 極真会館坂本道場　大平 小学３年男子
粂川　美空 くめかわ　みく 133 35 極真会館坂本道場　大平 小学４年女子３２kg以上
福田　将斗 ふくだ　しょうと 165 56 極真会館坂本道場　大平 中学男子６５kg未満 岩舟町立岩舟中学校

極真会館坂本道場　座間 10
原　然理 はら　ねんり 125 23 極真会館坂本道場　座間 小学２年男子
池田　健将 いけだ　けんすけ 120.2 26 極真会館坂本道場　座間 小学２年男子
渡部　雄輝 わたなべ　ゆうき 140 33 極真会館坂本道場　座間 小学４年男子３２kg以上
原　鉄馬 はら　てつま 142 34 極真会館坂本道場　座間 小学４年男子３２kg以上
中野　朝太郎 なかの　あさたろう 141 35 極真会館坂本道場　座間 小学４年男子３２kg以上
清水　聖樹 きよみず　まさき 144.5 42 極真会館坂本道場　座間 小学４年男子３２kg以上
一杉　雄翔 いちすぎ　ゆうと 125 24 極真会館坂本道場　座間 小学３年男子
倉本　雄太 くらもと　ゆうた 147 34 極真会館坂本道場　座間 小学６年男子４３kg未満
安武　佑悟 やすたけ　ゆうご 144.3 39.6 極真会館坂本道場　座間 小学６年男子４３kg未満
渡部　恭太 わたなべ　きょうた 163 54 極真会館坂本道場　座間 小学６年男子４３kg以上

極真会館坂本道場　田町 1
越田　啓介 こしだ　けいすけ 140 39 極真会館坂本道場　田町 小学５年男子３７kg以上

極真会館坂本道場　野庭 2
山口　光琉 やまぐち　ひかる 138 30 極真会館坂本道場　野庭 小学５年男子３７kg未満
山口　武尊 やまぐち　たける 154 54 極真会館坂本道場　野庭 小学６年男子４３kg以上

極真会館坂本道場　港北 2
宮内　蓮 みやうち　れん 124 24 極真会館坂本道場　港北 小学２年男子
佐々木　雅也 ささき　まさや 124 26 極真会館坂本道場　港北 小学２年男子

極真会館坂本道場　東京城東 11
蛯名　一志 えびな　かずし 114 20 極真会館坂本道場　東京城東 幼年男子
山口　舞 やまぐち　まい 128 28 極真会館坂本道場　東京城東 小学２年女子
松下　悠成 まつした　ゆうせい 114 20 極真会館坂本道場　東京城東 小学１年男子
高橋　拓人 たかはし　たくと 125 23 極真会館坂本道場　東京城東 小学２年男子
松下　悠登 まつした　ゆうと 134 28 極真会館坂本道場　東京城東 小学４年男子３２kg未満
会田　航己 あいだ　こうき 130 32 極真会館坂本道場　東京城東 小学３年男子
会田　駿 あいだ　しゅん 141 36.9 極真会館坂本道場　東京城東 小学５年男子３７kg未満
岩淵　彪 いわぶち　ひょう 135 36 極真会館坂本道場　東京城東 小学６年男子４３kg未満
宮井　梨緒 みやい　りお 134 30 極真会館坂本道場　東京城東 小学４年女子３２kg未満
久保　亜唯里 くぼ　あいり 157 42.5 極真会館坂本道場　東京城東 中学女子４５kg未満 江戸川区立小岩第二中学校
山口　涼 やまぐち　りょう 162 49 極真会館坂本道場　東京城東 中学男子５５kg未満 葛飾区立新小岩中学校

極真会館坂本道場　栃木 11
上野　耀子 うえの　ようこ 137 39 極真会館坂本道場　栃木 小学２年女子
戸沢　凌冠 とざわ　りょうが 120 24 極真会館坂本道場　栃木 小学２年男子
石澤　大輝 こくざわ　ひろき 125 25 極真会館坂本道場　栃木 小学２年男子
持田　稜介 もちだ　りょうすけ 143 39 極真会館坂本道場　栃木 小学６年男子４３kg未満
福田　勝紀 ふくだ　まさき 158 67 極真会館坂本道場　栃木 小学６年男子４３kg以上
髙瀬　氣穂 たかせ　きほ 133 28 極真会館坂本道場　栃木 小学４年女子３２kg未満
吉澤　紗央里 よしざわ　さおり 138 31 極真会館坂本道場　栃木 小学６年女子４３kg未満
戸沢　綾花 とざわ　あやか 151 40 極真会館坂本道場　栃木 小学６年女子４３kg未満
吉澤　明香里 よしざわ　あかり 150 49 極真会館坂本道場　栃木 中学女子５５kg未満 岩舟町立岩舟中学校
髙瀬　美殊 たかせ　みこと 156 62 極真会館坂本道場　栃木 中学女子５５kg以上 芳賀中学校
福田　美月 ふくだ　みづき 162 56 極真会館坂本道場　栃木 中学女子５５kg以上 岩舟町立岩舟中学校

空手道ＭＡＣ中山道場 10
中島　茶亮 なかじま　さすけ 119 20 空手道ＭＡＣ中山道場 小学２年男子
武藤　研士郎 むとう　けんしろう 129 27 空手道ＭＡＣ中山道場 小学２年男子
原　駿 はら　しゅん 121 25 空手道ＭＡＣ中山道場 小学２年男子
須藤　晟也 すとう　せいや 127 23 空手道ＭＡＣ中山道場 小学３年男子
中島　一茶 なかじま　いっさ 145 39 空手道ＭＡＣ中山道場 小学５年男子３７kg以上
川満　琉太 かわみつ　りゅうた 147 47 空手道ＭＡＣ中山道場 小学５年男子３７kg以上
須藤　悠太 すとう　ゆうた 147 39 空手道ＭＡＣ中山道場 小学６年男子４３kg未満
川瀬　永遠 かわせ　とわ 147 40 空手道ＭＡＣ中山道場 中学男子４５kg未満 横浜市立上白根中学校
中野　鷹平 なかの　ようへい 160 52 空手道ＭＡＣ中山道場 中学男子５５kg未満 中山中学校
佐田　斐人 さた　あやと 171 64 空手道ＭＡＣ中山道場 中学男子６５kg未満 十日市場中学校
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西山道場 32
元吉　美穂 もとよし　みほ 129 28 西山道場 小学３年女子
山本　航生 やまもと　かずき 120 23 西山道場 小学１年男子
渡部　隼也 わたなべ　しゅんや 121 21 西山道場 小学２年男子
田野倉　丈 たのくら　じょう 124 24 西山道場 小学２年男子
山本　智丈 やまもと　ちひろ 130 26 西山道場 小学４年男子３２kg未満
寺本　匠吾 てらもと　しょうご 132 30 西山道場 小学４年男子３２kg以上
杉山　康貴 すぎやま　こうき 132 38 西山道場 小学３年男子
富岡　竜ノ介 とみおか　りゅうのすけ 124 26 西山道場 小学３年男子
小滝　蔵人 こたき　くろうど 143 42 西山道場 小学３年男子
舘林　海誠 たてばやし　かいせい 132 30 西山道場 小学３年男子
田野倉　仁 たのくら　じん 147 47 西山道場 小学５年男子３７kg以上
佐藤　豪海 さとう　たけうみ 153 35 西山道場 小学５年男子３７kg以上
久我　大智 くが　だいち 140 38 西山道場 小学５年男子３７kg以上
渡部　蒼汰 わたなべ　そうた 144 31 西山道場 小学５年男子３７kg未満
久保田　風毅 くぼた　ふうき 137 32 西山道場 小学５年男子３７kg未満
浜田　祐太郎 はまだ　ゆうたろう 137 36 西山道場 小学５年男子３７kg未満
大石　翔洋 おおいし　しょうよう 144 34 西山道場 小学５年男子３７kg未満
中村　陸 なかむら　りく 139 35 西山道場 小学５年男子３７kg未満
豊田　太輝 とよだ　だいき 162 48 西山道場 小学６年男子４３kg以上
岡田　和音 おかだ　かずね 151 55 西山道場 小学６年男子４３kg以上
川畑　心 かわばた　しん 154 54 西山道場 小学６年男子４３kg以上
浜田　友里子 はまだ　ゆりこ 135 32 西山道場 小学４年女子３２kg以上
金谷　香 かなや　かおり 140 34 西山道場 小学５年女子３７kg未満
久保田　乃愛 くぼた　のあ 146 36 西山道場 小学６年女子４３kg未満
上瀬　千里 かみせ　ちさと 142 37 西山道場 小学６年女子４３kg未満
熊谷　亜美 くまがい　あみ 155 44 西山道場 中学女子４５kg未満 板橋区立板橋第一中学校
菊川　結衣 きくかわ　ゆい 147 43 西山道場 中学女子４５kg未満 豊島区立巣鴨北中学校
大石　麻帄 おおいし　まほ 156 45 西山道場 中学女子５５kg未満 伊東市立南中学校
森田　勇作 もりた　ゆうさく 154 42 西山道場 中学男子４５kg未満 伊東市立南中学校
伊代野　直希 いよの　なおき 150 39 西山道場 中学男子４５kg未満 伊東市立南中学校
細谷　卓巽 ほそや　たくみ 162 54.5 西山道場 中学男子５５kg未満 いすみ市立岬中学校
佐藤　大海 さとう　ひろうみ 175 73 西山道場 中学男子６５kg以上 私立京華中学校


