
都築　梨那 秀武館 近藤　佑香 白蓮会館伊藤 山下　花 吉田塾 淺野　佑月 波立塾

中山　星來 桜塾 岡村　遥乃 MAC　湘南 柳川　志帆 義和流拳法 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場

井口　結月 久保田道場 松本　姫芽 桜塾 木下　琴音 誠真会館秋津道場 守田　妃吹 極真会館浜井派石川県

丸本　依央奈 桜塾 野嶋　紗 新誠會 尾場　心彩 MAC本部 福井　ちはや 星和会館

高橋　苺愛 桜塾 西山　空那 空會館 平山　晴菜 極真拳武會　菅野 佐々木　莉央 秀武館

島袋　浬瑞 白蓮会館　沖縄 岡田　蒼空 桜塾

山崎　葵 武奨館吉村道場 坂田　小乃羽 武奨館吉村道場

佐藤　夢玲 雅 各務　弘華 極真会館浜井愛知石川 斎藤　耀歩 飛馬道場

佐藤　愛夏 心温塾 富岡　葉琉 芦原会館静岡東部 藤田　優里 飛心会 山村　優奈 極真会館佐藤道場

物江　凛 五十嵐道場 松田　理央 極真会館橋本道場 鈴木　夏妃 SKC武心館 戸川　夕渚 桜琳塾

成海　咲太 桜塾 冨山　莉玖羽 吉田塾 河合　琉月 大上會 足立　航颯 昇心塾

齋藤歩斗 芦原会館静岡東部 大谷内　洸 桜塾 波木井　春陽 白蓮会館湘南鎌倉

小島　蕉也 桜塾 喜多　翔平 流心館 吉井　連 誠流塾 和田　流星心 神武館

小林　城生 昇心塾 山本　心温 芦原会館静岡東部 菅原　一惺 七洲会 夏目　玲皇 桜塾

足立　航太郎 昇心塾 日比野　蓮 極真浜井派愛知石川 大鹿　倫毅 大鹿道場

辻　獅童 桜塾 高村　子浩 無限勇進会 各務　壮祐 極真浜井派愛知石川 江川　真祐 義和流拳法

細内　大翔 極真会館坂本　大平 吉井　類 誠流塾 小川　翔太郎 心温塾 津嘉山　寛斗 中村道場

上地一琉 久保田道場 桑原　右京 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｰｸｰﾙ 小野寺　龍亮 水滸会無限塾　札幌 加藤優希 総極真　釘嶋

小林　佑輔 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ 松田　流誠 桜塾 山内　竜徳 闘英館 大橋　槇斗 閃捷塾

渡辺　龍輝 士衛塾　石川 野崎　祐生 七洲会 三木　侑月 芦原会館静岡東部 稲石　愛斗 桜塾

大場　孔揮 無限勇進会 坂本　悠 MAC　奈良郡山 小松　優希 龍拳會青葉台 川上　大輝 中村道場

福田　凜愛 武立会館 山本　菜月 闘龍會 安達　早希 中村道場 溝上　華 白蓮会館堺支部

伊藤　奈穂 相模原鈴木道場 三上　千晴 中村道場 鴨田　優姫 飛馬道場

筒井　ふたば 武奨館吉村道場 利根川　十仁 武奨館吉村道場 葛西　詩奈 拳心会館 津嘉山　莉桜 中村道場

寺崎　裕遊 士衛塾　石川 小笠原　ゆい 聖心會 内田　優日 飛心会 森岡　彩来 桜塾

福士　菜乃羽 小比類巻道場

氏原　陸登 桜塾 由井　嶺海 北晋寺西道場 植松　右京 飛心会 佐久間　大翔 極真会館木村道場

田中　基貴 新極真会東京佐伯 小此内　捺芽 極真浜井派石川 中山　星音 桜塾 石綿　元 礼心会

安居　怜生 飛心会 柴田　哲太 義道会館 西川　剣翔 桜塾 尾場　晴太 MAC本部

原　駿 MAC　西袋 井口　壱星 久保田道場 松本　涼太郎 桜塾

新里　誠光 武立会館 石橋　明季 無限勇進会 佐藤　海斗 極真会館浜井東京 江口　勇太 無限勇進会

神藏　聖徒 武立会館 岩崎　大樹 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｶﾗﾃｽｸｰﾙ

金子　理沙 極真拳武會浦和

渡貫　沙耶 MAC　西袋 織田　優紀奈 水滸会丈夫塾 山崎　真里菜 極真拳武會浦和 西岡　愛美 昇気館

鴨宮　菜々花 武立会館

市來　葵士 桜塾 富岡　竜ノ介 芦原会館静岡東部 河合　志英 桜塾 除地　輝愛 空武會

山下　駿 男塾名東本部 桶川　敬人 水滸会丈夫塾 池内　柊平 水滸会丈夫塾 銘形　厳希 水滸会丈夫塾

小嵜　太陽 五十嵐道場 高根澤　陸 水戸啓明高等学校 橋本悠紀 拳友会中山 米田　連也 極真会館坂本派金町

高校男子70kg未満

高校男子70kg以上

中学2～3年男子50kg未満

中学2～3年男子60kg未満

中学2～3年男子60kg以上

高校女子48kg未満

高校女子55kg未満

高校女子55kg以上

中学1年男子45kg未満

中学1年男子55kg未満

中学1年男子55kg以上

高校男子60kg未満

中学1年女子45kg以上

中学2～3年女子45kg未満

中学2～3年女子52kg未満

中学2～3年女子52kg以上

小学5年男子37kg以上

小学6年男子43kg未満

小学6年男子43kg以上

　中学1年女子45㎏未満

小学3年男子29㎏以上

小学4年男子32kg未満

小学4年男子32kg以上

小学5年男子37kg未満

幼児男子

小学１年男子

小学2年男子

小学3年男子29㎏未満

小学5年女子37kg未満

小学5年女子37kg以上

小学6年女子43kg未満

小学6年女子43kg以上

第21回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会　全日本大会代表権獲得選手
幼児女子

小学1年女子

小学２年女子

小学３年女子

小学４年女子32ｋｇ未満

小学４年女子32㎏以上


