
中澤　倫子 坂本　真岡道場 角田　ひより 飛馬道場 山下　花 吉田塾

小岩井　咲音 桜琳塾 仲摩　玲那 新誠會 杉村日茉莉 拳友会中山

福島　古都 義和流拳法 中島　愛香 闘龍會 伊藤　千愛 誠真会館　秋津 竹下　香帆 MAC本部

松田　留禾 極真会館　橋本道場 仁田水　咲良 誠真会館　秋津 下野　美桜 星和会館 三木　香里奈 拳友会中山

尾場　心彩 MAC本部 野嶋　紗 新誠會 福井　ちはや 星和会館 渡邉　藍 桜塾

本田　夏 宮本道場 岡庭　咲 ﾋﾞｸﾄﾘｰｶﾗﾃｽｸｰﾙ 門之園　美莉愛 MAC宮前平 長塚　唯 桜琳塾

西山　空那 空會館 高橋　苺愛 桜塾 小松　佳苗 遂心塾 福島　千代 義和流拳法

片柳　美咲 極真会館坂本大平 塩満　美嘉 桜琳塾 永嶋　玲愛 圏彗會 藤井　蒼羽 武心塾カラテ

岩永　唯伽 桜塾 山崎　葵 吉村道場 水谷　藍 久保田道場 岩崎　純菜 極真会館坂本大平

齋藤　絆菜 飛馬道場 齋藤　耀歩 飛馬道場 各務　弘華 極真会館愛知石川 松本　結愛 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｽｸｰﾙ

小岩井　咲我 桜琳塾 石黒　輝士 七洲会 本杉　一騎 立志会 磯部　礼 無限勇進会

永嶋　丞 圏彗會 河合　琉月 大上會 福田　虎誠 金森道場 桜井　香太 大鹿道場

齋藤　歩斗 芦原会館静岡東部 濱　佑輝 桜塾 岡本　東真 誠真会館　秋津 松本　常　 桜琳塾

山口　叶来也 武立会館 鴫野　丈 誠流塾 渋谷　優河 無限勇進会 山本　瑛斗 輪道会

丸茂　拓登 七洲会 春山　大空 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｽｸｰﾙ 秋葉　竜之介 無限勇進会 福山　直義 極真空手清武会

濱　航希 桜塾 　大曽根　愛斗 極真会館愛知石川 山下　颯志郎 吉田塾 河合　利亜斗 大上會

小島　澪 桜塾 大鹿　倫毅 大鹿道場 長谷川　凰星 無限勇進会 内田　全祇 久保田道場

正木　翔夢 七洲会 石原　翔 白蓮会館湘南鎌倉 小久江　侍勇 峰武塾 桐原　歩夢 世界闘英館

都築　莉玖 世界闘英館 上岡　遙人 極真会館坂本大平 坂本　寛 MAC奈良郡山 松本　歩大 桜琳塾

大鹿　烈毅 大鹿道場 冨山　未来斗 宮本道場 加藤　宥希 陪劭流祐心会 山本　一心 芦原会館静岡東部

谷口　一哉 義和流拳法 小林　佑輔 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｽｸｰﾙ 堀本　祐惺 心温塾 石田　虎琉 拳真流チームアキラ

松尾　茄南 中村道場 若林　結 礼心會 由井　園海 寺西道場 内田　萌子 七洲会

鈴木　夏妃 SKC武心館 石黒　心春 武立会館 中村　來亜 心温塾 脇田　海音 礼心會

粥川　愛菜 桜塾 藤井　彩心 拳友会中山 渡貫　夏 MAC西袋

伊藤　奈穂 相模原鈴木道場 山本　菜月 闘龍會 相原　くるみ 波導館　総本部 吉村　香 MAC西袋

諏訪本　わかな 釘嶋道場 三上　千晴 中村道場 中野　朋恵 桜琳塾

内藤　行雲 大鹿道場 原　啓人 陪劭流祐心会 山口　純永 桜塾 田渕　海 七洲会

大場　孔揮 無限勇進会 松田　彪雅 白蓮会館奈良学園前 東畑　惺琉 MAC奈良郡山 岩田　瑠斗 陪劭流祐心会

佐藤　誠真 空武會 齋藤　桜舞 拳武會　埼玉城北 中島　一郎 波導館　総本部 坂本　悠 MAC奈良郡山

土田　翔生 武奨館吉村道場 中村　翔真 新誠會 濱　太樹 桜塾 石綿　元 礼心會

野嶋　琉生 新誠會 平川　翔大 MAC本部 中山　星音 桜塾 岩永　勝亮 桜塾

清水　怜央 白蓮会館湘南鎌倉 金岡　陽大 吉田塾 小川　理貴 士衛塾総本部

岩本　莉歩 MAC仲町台

坂本　みゆき MAC宮前平 渡貫　沙耶 MAC西袋 三ヶ島玲奈 無限勇進会

小学３年女子

小学４年女子32ｋｇ未満

第22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4年男子32kg未満

小学4年男子32kg以上

小学４年女子32㎏以上

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

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3年男子29㎏以上

中学1年男子55kg未満

中学1年男子55kg以上

小学5年男子37kg未満

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

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

中学1年男子45kg未満

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（試合不成立）

高校女子55kg未満



本田　優希菜 飛馬道場

福島　敦史 極真浜井足立選手會 木村　遼大 拳武會さいたま浦和 増田　流星 拳友会国際総本部 秋山　蓮 拳友会中山

金森　悠成 金森道場 細矢　秀太 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄｽｸｰﾙ 田中　大翔 極真浜井足立選手會 大多和　星也 KWF極真会館

小嵜　太陽 五十嵐道場 星野　力也 土方道場 磯田　紫舜那 誠真会館秋津 渡邉　廣 拳友会中山

※代表権は、基本的に上位ベスト４から選出。既に代表権獲得者がいた場合は、ベスト８から2名繰り上げします。以下はその優先順位です。高校３年生には代表権はありません。

高校女子55kg以上

高校男子60kg未満

高校男子70kg未満

高校男子70kg以上

　①優勝者と準々決勝で対戦した選手②準優勝者と準々決勝で対戦した選手③優勝者側の３位の選手と対戦した選手④準優勝者側の３位の選手と対戦した選手


