
第22回　ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会　確認用名簿

大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
629名

3名
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 本郷　晴琉 ほんごう　はる 123 26 FKC輝心会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 菊地　小次郎 きくち　こじろう 147 37 FKC輝心会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 本郷　琉生 ほんごう　るい 149 41 FKC輝心会

5名
ルーキーJr 51 幼児男子　初級 高野　麻虎 たかの　まこ 108 17 Go-up
ルーキーJr 51 幼児男子　初級 吉岡　天佑 よしおか　てんゆう 116 22 Go-up
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 長山　心波 ながやま　ここな 130 31 Go-up
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 中村　優希 なかむら　ゆうき 123.5 26 Go-up
ルーキーJr 70 小学5年女子重量37kg以上　初級 大谷　アミーラ・麗奈 おおたに　あみーら・れいな 150.5 38.2 Go-up

1名
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 大多和　星也 おおたわ　せいや 175 69 KWF 極真会館

3名
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 古谷　貫多 ふるや　かんた 155 43 SKC武心館
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 鈴木　夏妃 すずき　なつき 160 70 SKC武心館
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 古谷　健 ふるや　たける 110 20 SKC武心館

1名
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 石田　虎琉 いしだ　くりゅう 158 55 拳真流　チームアキラ

1名
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 岡庭　咲 おかにわ　さき 148 39 ビクトリーカラテスクール

18名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 春山　大空 はるやま　そら 132 29 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 佐野　光琉 さの　みつる 142 33 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 松下　怜音 まつした　れお 135 29 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 笹本　乃羽 ささもと　のわ 135 34 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 前田　海斗 まえだ　かいと 145 39 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 桑原　右京 くわばら　うきょう 145 36 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 和田　陽翔 わだ　はると 144 35 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 小林　佑輔 こばやし　ゆうすけ 158 61 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 佐野　瑞祇 さの　みずき 150 38 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 松下　愛里 まつした　あいり 146 38 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 松本　結愛 まつもと　ゆめ 152 57 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 島田　琉成 しまだ　りゅうせい 155 45 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 松井　颯人 まつい　はやと 156 43 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 細矢　涼太 ほそや　りょうた 154 45 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 細矢　秀太 ほそや　しゅうた 169 65 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 小林　良輔 こばやし　りょうすけ 174 72 フルコンタクトカラテスクール
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 春山　華 はるやま　はな 161 54 フルコンタクトカラテスクール
ルーキーJr 51 幼児男子　初級 佐野　光祇 さの　みつき 114 18 フルコンタクトカラテスクール

2名
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 佐藤　誠真 さとう　せいま 163 51 フルコンタクト空手道　空武會
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 深谷　京太郎 ふかや　きょうたろう 163 55 フルコンタクト空手道　空武會

6名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 池田　雄喜 いけだ　ゆうき 135 34 芦原会館　東京本部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 小林　洪成 こばやし　こうせい 146 36 芦原会館　東京本部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 鈴木　耀 すずき　あき 142 43 芦原会館　東京本部
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 坂本　悠真 さかもと　ゆうま 116 21 芦原会館　東京本部
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 岡田　美羽香 おかだ　みうか 124 22 芦原会館　東京本部
ルーキーJr 65 小学3年女子軽量29kg未満　初級 青木　芽衣 あおき　めい 128 22 芦原会館　東京本部

6名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 齋藤　歩斗 さいとう　あゆと 133 31 芦原会館静岡県東部支部
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 山本　心温 やまもと　しおん 130 27 芦原会館静岡県東部支部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 三木　斡希 みき　あつき 144 41 芦原会館静岡県東部支部
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 山本　一心 やまもと　いっしん 152 40 芦原会館静岡県東部支部
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 三木　侑月 みき　ゆづき 148 43 芦原会館静岡県東部支部
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 畑山　旺輝 はたやま　おうき 169 53 芦原会館静岡県東部支部

1名
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 成田　彩人 なりた　あやと 160 49 一光会館

2名
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 堀　航太朗 ほり　こうたろう 157 40 学心会
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 竹内　碧唯 たけうち　あおい 161 55 学心会

2名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 松坂　壮良 まつさか　そら 142 46 義道会館
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 寺倉　諒 てらくら　りょう 138 29 義道会館

17名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 中村　隼翔 なかむら　はやと 113 21 義和流拳法
ジャパンカップ 6 小学2年女子 伊藤　凜 いとう　りん 132 38 義和流拳法
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 福島　古都 ふくしま　こと 120 24 義和流拳法
ジャパンカップ 6 小学2年女子 大江　新菜 おおえ　にいな 129 24 義和流拳法
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 上村　海翔 うえむら　かいと 130 24 義和流拳法
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 永田　琉晟 ながた　りゅうせい 140 33 義和流拳法
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 大江　壱矢 おおえ　いちや 135 29 義和流拳法
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 杉本　那瑠 すぎもと　なる 130 26 義和流拳法
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 森　颯斗 もり　ふうと 141 32 義和流拳法
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 福島　千代 ふくしま　ちよ 139 30 義和流拳法
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 谷口　一哉 たにぐち　かずや 156 56 義和流拳法
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 飯田　大智 いいだ　たいち 173 58 義和流拳法
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 松山　晴十 まつやま　はると 120 22 義和流拳法
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 濱本　知輝 はままと　ともき 123 22 義和流拳法
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 谷内　皓 やない　ひろ 145 37 義和流拳法
ルーキーJr 60 小学6年男子軽量43kg未満　初級 伊藤　純太 いとう　じゅんた 145 38 義和流拳法
ルーキーJr 72 小学6年女子重量43kg以上　初級 中村　陽葵 なかむら　ひなた 146 45 義和流拳法

9名
ジャパンカップ 2 幼児女子 山下　花 やました　はな 107 17 吉田塾
ジャパンカップ 3 小学1年男子 金城　健永 かねしろ　けんえい 133 24 吉田塾
ジャパンカップ 3 小学1年男子 冨山　莉玖羽 とみやま　りくう 120 22 吉田塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 冨山　莉王 とみやま　りお 128 28 吉田塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 山下　颯志郎 やました　そうしろう 133 27 吉田塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 山下　琥太郎 やました　こたろう 143 33 吉田塾
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 今関　玲亜 いませき　れいあ 150 41 吉田塾
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 今関　龍太 いませき　りゅうた 158 44 吉田塾
ジャパンカップ 27 中学2～3年男子60kg以上 金岡　陽大 かねおか　ようた 173 65 吉田塾

7名
ジャパンカップ 9 小学3年女子 井口　結月 いぐち　ゆづき 131 29 久保田道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 内田　全祇 うちだ　ぜんじ 135 37 久保田道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 大田　ひより おおた　ひより 129 29.5 久保田道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 上地　一琉 うえち　いちる 148 37 久保田道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 大田　一ノ輔 おおた　いちのすけ 141 35.5 久保田道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 水谷　藍 みずたに　あい 143 35 久保田道場
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 水谷　翔 みずたに　しょう 165 67 久保田道場

9名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 本田　薫平 ほんだ　くんぺい 118 25 宮本道場
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 本田　夏 ほんだ　なつ 131 39 宮本道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 冨山　未来斗 とみやま　みくと 134 35 宮本道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 釜塚　温惇 かまづか　はるあつ 133 31 宮本道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 三住　創也 みすみ　そうや 130 32.5 宮本道場
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 山本　琉心 やまもと　りゅうしん 129 28.7 宮本道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 清原　勇吹 きよはら　いぶき 130 31 宮本道場
ルーキーJr 60 小学6年男子軽量43kg未満　初級 釜塚　大惺 かまづか　たいせい 145 35 宮本道場
ルーキーJr 70 小学5年女子重量37kg以上　初級 三住　亜子 みすみ　あこ 138 43 宮本道場

3名
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 福島　敦史 ふくしま　あつし 164 58 極真　浜井派　足立選手會
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 田中　大翔 たなか　だいと 173 68 極真　浜井派　足立選手會
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 田中　颯 たなか　はやて 175 82 極真　浜井派　足立選手會

1名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 柳川　志帆 やながわ　しほ 124 25.7 極真会館　安斉派　北杜塾

3名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 髙橋　佑輔 たかはし　ゆうすけ 127 27 極真会館　橋本道場
ジャパンカップ 9 小学3年女子 松田　留禾 まつだ　るか 141 37 極真会館　橋本道場
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 松田　理央 まつだ　りお 160 57 極真会館　橋本道場

1名
ルーキーJr 66 小学3年女子重量29kg以上　初級 岡安　咲歩 おかやす　さほ 140 36 極真会館橋本道場

4名
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 細内　大翔 ほそう　ちひろと 145 54 極真会館坂本派　栃木支部　大平道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 上岡　遙人 かみおか　はると 155 49 極真会館坂本派　栃木支部　大平道場
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 片栁　美咲 かたやなぎ　みさき 156 56 極真会館坂本派　栃木支部　大平道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 岩崎　純菜 いわさき　じゅんな 150 37 極真会館坂本派　栃木支部　大平道場

3名
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 池田　結人 いけだ　ゆいと 120 22 極真会館坂本派東京城西支部
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 川村　慶太 かわむら　けいた 128 24 極真会館坂本派東京城西支部
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 須藤　紅緒 すどう　べにお 123 23 極真会館坂本派東京城西支部

1名
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 山中　一成 やまなか　いっせい 142 40 極真会館東京都佐藤道場

4名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 大曽根　愛斗 おおぞね　あいと 132 29 極真会館浜井派愛知石川道場
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 日比野　蓮 ひびの　れん 143 53 極真会館浜井派愛知石川道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 各務　壮祐 かかむ　そうすけ 143 44 極真会館浜井派愛知石川道場
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 各務　弘華 かかむ　ひろか 160 46 極真会館浜井派愛知石川道場

4名
ジャパンカップ 9 小学3年女子 守田　妃吹 もりた　ひすい 133 34 極真会館浜井派石川県支部
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 龍瀧　瑠偉 りゅうたき　るい 132 28 極真会館浜井派石川県支部
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 守田　琥伯 もりた　こはく 133 28 極真会館浜井派石川県支部
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 遠藤　大羅 えんどう　たいら 155 48 極真会館浜井派石川県支部

2名
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 末岡　龍ノ佑 すえおか　りゅうのすけ 143 47 極真会館浜井派東京本部
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 寺元　結奈 てらもと　ゆな 127 35.8 極真会館浜井派東京本部

12名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 福嶋　同仁 ふくしま　どうじん 136 30 極真会館木村道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 花香　耀磨 はなか　てるま 137 36 極真会館木村道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 山口　瑠葦 やまぐち　るい 145 44 極真会館木村道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 渡邉　桜十郎 わたなべ　おうじゅうろう 146 47 極真会館木村道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 大高　流歌 おおたか　るか 131 31 極真会館木村道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 今村　大楽 いまむら　おおら 136 34 極真会館木村道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 福嶋　操堅 ふくしま　そうけん 149 36 極真会館木村道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 網野　佑斗 あみの　ゆうと 154 44 極真会館木村道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 大高　結人 おおたか　ゆいと 148 35 極真会館木村道場
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 花香　琢磨 はなか　たくま 166 57 極真会館木村道場
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 村川　覇久 むらかわ　はく 156 49 極真会館木村道場
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 今村　大和 いまむら　やまと 178 72 極真会館木村道場

1名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 福山 直義 ふくやま なおよし 137 41 極真空手 清武会

13名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 永田　蒼介 ながた　そうすけ 124 24 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 寉岡　修汰 つるおか　しゅうた 135 34 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 9 小学3年女子 三ヶ島　なな みかしま　なな　 127 27 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 三ヶ島　小夏 みかしま　こなつ　 154 45 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 上田　健太 うえだ　けんた 155 43 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 三ヶ島　源 みかしま　げん 153 46 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 石綿　元 いしわた　はる　 152 48 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 若林　結 わかばやし　ゆい 153 44 極真空手　礼心會
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 脇田　海音 わきた　みお 161 53 極真空手　礼心會
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 大谷　來郁 おおたに　らいく 117 21 極真空手　礼心會
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 青山　泰士 あおやま　たいし 126.9 27 極真空手　礼心會
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 大谷　楓真 おおたに　ふうま 122 20 極真空手　礼心會
ルーキーJr 68 小学4年女子重量32kg以上　初級 大谷　千冬 おおたに　ちふゆ 141 37 極真空手　礼心會

1名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 福田　恵大 ふくだ　けいと 123 25 極真拳武会千鳥有明支部

1名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 齋藤　志貴 さいとう　しき 137 36 極真拳武會　蒲田道場

1名
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 齋藤　桜舞 さいとう　おおま 162 55 極真拳武會　埼玉・城北支部

2名
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 青木　悠隼 あおき　ひさと 151.6 58.2 極真拳武會　城南品川支部
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 中澤　拓海 なかざわ　たくみ 157 43 極真拳武會　城南品川支部

6名
ジャパンカップ 9 小学3年女子 笹本　朱里 ささもと　あかり 127 35 極真拳武會　菅野道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 山﨑　明日香 やまざき　あすか 128 26 極真拳武會　菅野道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 丹山　映汰 にやま　えいた 148 41 極真拳武會　菅野道場
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 平山　晴菜 ひらやま　はるな 132 33 極真拳武會　菅野道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 山﨑　武蔵 やまざき　むさし 148 39 極真拳武會　菅野道場
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 笹本　青 ささもと　あお 153 50 極真拳武會　菅野道場

11名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 中村　琉惺 なかむら　りゅうせい 122 21 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 5 小学2年男子 小野　暖馬 おの　はるま 127 26 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 5 小学2年男子 川崎　獅王 かわさき　れおん 126 37 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 5 小学2年男子 吉倉　巧翔 よしくら　たくと 144 39 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 小野　颯介 おの　そうすけ 148 33 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 門馬　凛志 もんま　りんじ 140 33 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 和田　凜太郎 わだ　りんたろう 137 34 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 中村　啓汰 なかむら　けいた 144 31 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 小金澤　亮馬 こがねざわ　りょうま 140 35 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 木村　優香 きむら　ゆうか 160 44 極真拳武會さいたま浦和支部
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 木村　遼大 きむら　りょうだい 173 59 極真拳武會さいたま浦和支部

極真空手　礼心會

極真空手 清武会

極真会館木村道場

極真会館浜井派東京本部

極真会館浜井派石川県支部

極真拳武會さいたま浦和支部

極真拳武會　菅野道場

極真拳武會　城南品川支部

極真拳武會　埼玉・城北支部

極真拳武會　蒲田道場

極真拳武会千鳥有明支部



第22回　ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会　確認用名簿

大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
1名

ジャパンカップ 2 幼児女子 中澤　倫子 なかざわ　みちこ 118 24 極真坂本真岡道場
4名

ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 小関　優心 こせき　ゆうしん 136 32 極真坂本派　金町道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 宇田川　光琉 うだがわ　ひかる 125 26.8 極真坂本派　金町道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 山本　貫太 やまもと　かんた 149 41 極真坂本派　金町道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 酒井　清智 さかい　きよとも 127 24 極真坂本派　金町道場

5名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 福田　虎誠 ふくだ　こうせい 127 27.5 金森道場
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 山田　恋登 やまだ　れんと 128 27 金森道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 福田　龍成 ふくだ　りゅうせい 133 31.5 金森道場
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 山田　恋羽 やまだ　ここは 136 36.5 金森道場
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 金森　悠成 かなもり　ゆうせい 177 68 金森道場

5名
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 浅沼　悠 あさぬま　はる 155 45 空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 松本　直太郎 まつもと　なおたろう 120 22 空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 梶村　春文 かじむら　はるふみ 122 23 空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 茂手木　琉斗 もてぎ　りゅうと 132 31 空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場
ルーキーJr 58 小学5年男子軽量37kg未満　初級 鈴木　陸斗 すずき　りくと 137 33 空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場

24名
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 塩澤　采芽 しおざわ　あやめ 137 38.5 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 前田　大和 まえだ　やまと 140 40 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 上崎　鳳哲 かみざき　たかあき 140 36 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 鈴木　豪人 すずき　たけと 144 33 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 塩澤　理貴 しおざわ　さとき 149 35.5 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 廣田　聖太 ひろた　しょうた 150 34 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 遠藤　七音 えんどう　なおと 161 49 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 30 中学2～3年女子45kg未満 渡貫　夏 わたぬき　なつ 156 44.5 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 吉村　香春 よしむら　こはる 145 50 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 原　駿 はら　しゅん 160 53 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 福田　汐音 ふくだ　しおん 169 59 空手道MAC 西袋道場
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 渡貫　沙耶 わたぬき　さや 156 53 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 大久保　昂祐 おおくぼ　こうすけ 124 24.6 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 佐々木　逢糸 ささき　あいと 121.5 21 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 小島　真叶 こじま　まなと 123 33 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 山内　陽翔 やまうち　ひなと 124 25 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 山地　康太郎 やまじ　こうたろう 127 28 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 庄司　連 しょうじ　れん 128 28.5 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 安井　斗希愛 やすい　ときあ 135 30 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 塩澤　樹季 しおざわ　たつき 142 34 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 西　一蕗 にし　いぶき 138 38 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 佐々木　結糸 ささき　ゆいと 136 38 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 君島　慎之助 きみじま　しんのすけ 145 52 空手道MAC 西袋道場
ルーキーJr 60 小学6年男子軽量43kg未満　初級 山地　悠太郎 やまじ　ゆうたろう 129 28 空手道MAC 西袋道場

5名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 大野　璃空 おおの　りく 132 30 空手道MAC 東京･江戸川道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 菅原　巧夢 すがわら　たくむ 140 34 空手道MAC 東京･江戸川道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 大野　蒼空 おおの　そら 141 38 空手道MAC 東京･江戸川道場
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 中村　凛ノ介 なかむら　りんのすけ 127 25 空手道MAC 東京･江戸川道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 小野　篤人 おの　あつひと 136 28 空手道MAC 東京･江戸川道場

3名
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 坂本　寛 さかもと　かん 153.5 55 空手道MAC　奈良・郡山道場
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 東畑　惺琉 ひがしばた　せいる 160 48.4 空手道MAC　奈良・郡山道場
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 坂本　悠 さかもと　ゆう 165 64 空手道MAC　奈良・郡山道場

7名
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 内田　樹 うちだ　いつき 141 35 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 醍醐　大海 だいご　ひろうみ 120 23 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 菊池　奏輔 きくち　そうすけ 131 25.5 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 山崎　愛斗 やまざき　あいと 129 27.7 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 村山　隼風 むらやま　はやて 135 31.2 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 58 小学5年男子軽量37kg未満　初級 醍醐　大成 だいご　たいせい 140 31 空手道MAC埼玉狭山道場
ルーキーJr 58 小学5年男子軽量37kg未満　初級 菊池　陽輔 きくち　ようすけ 140 33.1 空手道MAC埼玉狭山道場

14名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 露木　知義 つゆき　ともよし 134 27.5 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 武藤　宏喜 むとう　ひろき 134 33 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 松本　さくら まつもと　さくら 131 28 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 門之園　美莉愛 かどのその　みりあ 150 48 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 丸山　烈央 まるやま　れお 137 31.6 空手道MAC川崎宮前平道場

空手道MAC 東京･江戸川道場

空手道MAC 西袋道場

空手道ＭＡＣ　横浜仲町台道場

金森道場

極真坂本派　金町道場

極真坂本真岡道場

空手道MAC川崎宮前平道場

空手道MAC埼玉狭山道場

空手道MAC　奈良・郡山道場



第22回　ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会　確認用名簿

大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 髙野　悠杏 たかの　ゆあん 127 29 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 久多良木　弘樹 くたらぎ　ひろき 141 31 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 門之園　龍我 かどのその　りゅうが 158 48 空手道MAC川崎宮前平道場
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 坂本　みゆき さかもと　みゆき 161 51 空手道MAC川崎宮前平道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 大友　虎空 おおとも　こう 130 28 空手道MAC川崎宮前平道場
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 鬼澤　昂希 おにざわ　こうき 123 30 空手道MAC川崎宮前平道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 大友　龍空 おおとも　りゅうく 140 31 空手道MAC川崎宮前平道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 大村　光 おおむら　ひかる 139 39 空手道MAC川崎宮前平道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 毛利　颯太 もうり　そうた 141 41 空手道MAC川崎宮前平道場

16名
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 河野　蒼太 こうの　そうた 115 19 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 安仲　瑛太 やすなか　えいた 120 20 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 赤池　一路 あかいけ　いちろ 122 22 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 吉原　蒼佑 よしはら　そうすけ 122 23 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 宇田　季市 うだ　きいち 120 28 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 鈴木　優斗 すずき　ゆうと 126 25 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 渡辺　淳平 わたなべ　じゅんぺい 130 30 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 小坂　真士 こさか　まなと 137 29 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 好平　龍生 よしひら　りゅうせい 140 37 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 工藤　律紀 くどう　りつき 136 28 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 梶浦　有生 かじうら　ゆうき 135 36 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 58 小学5年男子軽量37kg未満　初級 堀口　直人 ほりぐち　なおと 137 30.5 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 59 小学5年男子重量37kg以上　初級 福島　凌世 ふくしま　りょうせい 141 38.9 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 59 小学5年男子重量37kg以上　初級 宇田　橘平 うだ　きっぺい 147 40 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 64 小学2年女子　初級 内田　初菜子 うちだ　はなこ 124 21 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場
ルーキーJr 68 小学4年女子重量32kg以上　初級 中西　梨紗 なかにし　りさ 145 35 空手道MAC東京三鷹武蔵野道場

12名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 竹下　香帆 たけした　かほ 123 23 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 6 小学2年女子 金子　茉莉香 かねこ　まりか 128 26 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 9 小学3年女子 古林　華 こばやし　はな 125 25 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 尾場　心彩 おば　こいろ 134 28 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 八木　遼太郎 やぎ　りょうたろう 143 35 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 金子　琥太朗 かねこ 　こたろう 148 41 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 出口　幹太 でぐち　かんた 148.5 37.5 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 古林　沙羅 こばやし　さら 140 30 空手道MAC本部道場
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 平川　翔大 ひらかわ　しょうた 165 53 空手道MAC本部道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 中川　蒼真 なかがわ　そうま 132 27 空手道MAC本部道場
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 小島　隼輝 こじま しゅんき 125.5 25.8 空手道MAC本部道場
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 下　航平 しも　こうへい 138 38 空手道MAC本部道場

5名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 田中　一誠 たなか　いっせい 133 52 空手道光誠会
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 戸田　水蓮 とだ　すいれん 124 24 空手道光誠会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 戸田　龍水 とだ　りゅうすい 147 47 空手道光誠会
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 澤井　蔵太 さわい　そうた 165 53 空手道光誠会
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 戸田　龍将 とだ　りゅうしょう 170 52 空手道光誠会

2名
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 稲垣　芭琉 いながき　はる 155 42 空手道相模原鈴木道場
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 伊藤　奈穂 いとう　なほ 158 49 空手道相模原鈴木道場

2名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 高須　晴至 たかす　はるし 134 29.5 空手道峰武塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 小久江　侍勇 こくえ　しゆう 135 35 空手道峰武塾

20名
ジャパンカップ 1 幼児男子 礒部　礼 いそべ　れい 124 24 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 1 幼児男子 林　恭甫 はやし　きょうすけ 115 21 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 1 幼児男子 三尾　奏太 みつお　そうた 116 20 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 3 小学1年男子 渋谷　維吹 しぶや　いぶき 122 21 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 渋谷　優河 しぶや　ゆうが 137 28.5 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 秋葉　竜之介 あきば　りゅうのすけ 135 32 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 鈴木　海偉 すずき　のい 131 30 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 齊藤　暖人 さいとう　はると 135 38 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 長谷川　凰星 はせがわ　こうせい 140 40 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 鵜澤　帆波 うざわ　ほなみ 135 33 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 江口　幸太 えぐち　こうた 137 32 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 高村　子浩 たかむら　こひろ 143 33 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 伊藤　晃大 いとう　こうだい 148 37 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 鵜澤　隼世 うざわ　はやせ 145 39 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 鵜沢　麻彦 うざわ　あさひこ 154 50 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 大場　孔揮 おおば　こうき 155 52 空手道無限勇進会

空手道光誠会

空手道MAC本部道場

空手道MAC東京三鷹武蔵野道場

空手道無限勇進会

空手道峰武塾

空手道相模原鈴木道場



第22回　ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会　確認用名簿

大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 鵜沢　向日葵 うざわ　ひまわり 153 50 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 小川　瑞樹 おがわ　みずき 164 53 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 鵜澤　美波 うざわ　みなみ 151 51 空手道無限勇進会
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 三ケ島　玲奈 みかしま　れな 168 53 空手道無限勇進会

2名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 長野　凰太 ながの　おうた 139 45 空心塾　熱田支部
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 長野　夏美 ながの　なつみ 158 53 空心塾　熱田支部

1名
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 柳井　星七 やない　せな 165 50 空身館

4名
ジャパンカップ 1 幼児男子 藤原　熙乃 ふじわら　きない 109 17 空會館
ジャパンカップ 5 小学2年男子 藤原　快吏 ふじわら　かいり 127 25 空會館
ジャパンカップ 6 小学2年女子 林　結乃 はやし　ゆの 122 23 空會館
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 西山　空那 にしやま　そな 138 33 空會館

3名
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 関　隼平 せき　じゅんぺい 128 28.5 月心会   総本部
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 八木橋　翔大 やぎはし　はると 150 38 月心会   総本部
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 関　凰佑 せき　おうすけ 154 47 月心会   総本部

3名
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 福原　秀隆 ふくはら　ひでたか 149 36 拳友会国際総本部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 髙橋　隼翔 たかはし　はやと 145 49 拳友会国際総本部
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 増田　流星 ますだ　りゅうせい 166 49 拳友会国際総本部

4名
ジャパンカップ 1 幼児男子 沼田　康誠 ぬまた　こうせい 111 20 拳友会神栖支部
ジャパンカップ 6 小学2年女子 沼田　佳音 ぬまた　かのん 135 31 拳友会神栖支部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 加藤　悠世 かとう　ゆうせい 145 38 拳友会国際総本部
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 秋葉　花音 あきば　かのん 160 49 拳友会神栖支部

16名
ジャパンカップ 4 小学1年女子 杉村　日茉莉 すぎむら　ひまり 117 22 拳友会中山道場
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 小田島　凜久 おだしま　りく 125 23 拳友会中山道場
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 山本　琉士郎 やまもと　りゅうじろう 143 53 拳友会中山道場
ジャパンカップ 9 小学3年女子 三木　香里奈 みき　かりな 140 29 拳友会中山道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 髙山　蒼悟 たかやま　そうご 140 34 拳友会中山道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 三木　寛太 みき　かんた 145 30 拳友会中山道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 岩野　歩夢 いわの　あゆむ 140 34 拳友会中山道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 小田島　悠翔 おだしま　ゆうと 147 39 拳友会中山道場
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 岸本　乃々子 きしもと　ののこ 155 43 拳友会中山道場
ジャパンカップ 30 中学2～3年女子45kg未満 藤井　彩心 ふじい　あやみ 160 44 拳友会中山道場
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 秋山　蓮 あきやま　れん 169 59 拳友会中山道場
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 渡邉　廣 わたなべ　こう 175 70 拳友会中山道場
ジャパンカップ 37 高校女子55kg未満 秋山　凜 あきやま　りん 152 52 拳友会中山道場
ルーキーJr 56 小学4年男子軽量32kg未満　初級 岸本　旺志郎 きしもと　おうしろう 135 31 拳友会中山道場
ルーキーJr 68 小学4年女子重量32kg以上　初級 杉村　麻央莉 すぎむら　まおり 133 33 拳友会中山道場
ルーキーJr 71 小学6年女子軽量43kg未満　初級 村田　心美 むらた　ここみ 144 35 拳友会中山道場

1名
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 伊藤　大雅 いとう　たいが 150 40 拳友会波崎支部

3名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 大門　夏輝 おおかど　なつき 122 24 光武会館
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 安井　琉真 やすい　りゅうま 152 42 光武会館
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 大門　梨子 おおかど　りこ 144 37.5 光武会館

1名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 岩松佑弥 いわまつゆうや 136 29.5 恒心塾

7名
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 渡辺　蒼空 わたなべ　そら 130 29 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 森田　獅陽 もりた　しょう 144 45 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 中島　卓見 なかしま　たくみ 142 40 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 井伊　真子 いい　まこ 147 38 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 袴田　乙樹 はかまだ　いつき 149 42.5 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 中島　一郎 なかしま　いちろう 163 70 国際空手道　波導館　総本部
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 相原　くるみ あいはら　くるみ 156 48 国際空手道　波導館　総本部

48名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 梶村　隼飛 かじむら　はやと 117 22 桜塾
ジャパンカップ 3 小学1年男子 伊藤　快汰 いとう　かいた 122 21 桜塾
ジャパンカップ 3 小学1年男子 鳴海　咲太 なるみ　さくた 120 21 桜塾
ジャパンカップ 4 小学1年女子 竹中　希羽 たけなか　のわ 122 22 桜塾
ジャパンカップ 5 小学2年男子 濱　佑輝 はま　ゆうき 125 27 桜塾
ジャパンカップ 6 小学2年女子 中山　星來 なかやま　せいら 125 27.5 桜塾
ジャパンカップ 6 小学2年女子 八田　凪々香 はった　ななか 127 29 桜塾

空會館

空身館

空心塾　熱田支部

光武会館

拳友会波崎支部

拳友会中山道場

拳友会神栖支部

拳友会国際総本部

月心会   総本部

桜塾

国際空手道　波導館　総本部

恒心塾
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 代　靖睿 だい　せいえい 120 22 桜塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 田村　星波 たむら　せな 130 28 桜塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 伊藤　大稀 いとう　だいき 137 26.8 桜塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 鳴海　颯太 なるみ　そうた 127 26.5 桜塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 彦坂　陽斗 ひこさか　はると 127 28.6 桜塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 柳田　凌央 やなぎた　りょお 137 27 桜塾
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 小島　蕉也 こじま　しょうや 141 41 桜塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 夏目　玲皇 なつめ　れお 129 29 桜塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 濱　航希 はま　こうき 126 28 桜塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 田中　智士 たなか　さとし 124 27 桜塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 小島　澪 こじま　れい 136 41 桜塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 竹下　愛之佑 たけした　あいのすけ 137.5 40 桜塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 平倉　達哉 ひらくら　たつや 139 39 桜塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 稲石　夢斗 いないし　ゆめと 128 37 桜塾
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 夏目　玲菜 なつめ　れな 128 27 桜塾
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 渡邉　藍 わたなべ　あい 128 28.5 桜塾
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 丸本　依央奈 まるもと　いおな 143 30 桜塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 野村　魁希 のむら　かいき 139 33 桜塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 石嶺　太陽 いしみね　てぃだ 130 30 桜塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 藤澤　空彌 ふじさわ　そらや 135 32 桜塾
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 髙橋　苺愛 たかはし　まいあ 143 35 桜塾
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 斉藤　俊介 さいとう　しゅんすけ 157 42 桜塾
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 伊藤　壮良 いとう　そら 141 29 桜塾
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 中村　海晴 なかむら　かいせい 156 69 桜塾
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 吉岡　煌斗 よしおか　あきと 157 57 桜塾
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 岩永　唯伽 いわなが　ゆいか 155 37 桜塾
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 山口　純永 やまぐち　とうと 142 39 桜塾
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 梶村　充城 かじむら　みつき 155 42.5 桜塾
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 稲石　愛斗 いないし　あいと 130 28 桜塾
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 八田　銀琉 はった　ぎんりゅう 153 42 桜塾
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 千賀　理一朗 せんが　りいちろう 165 49 桜塾
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 飯谷　桃和 はんや　とうわ 152 43 桜塾
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 氏原　陸登 うじはら　りくと 165 48 桜塾
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 濱　太樹 はま　たいき 161 47 桜塾
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 加藤　琉雅 かとう　りゅうが 170 55 桜塾
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 中山　星音 なかやま　せいと 157 56.7 桜塾
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 岩永　勝亮 いわなが　しょうすけ 167 55 桜塾
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 代　源 だい　げん 149 39 桜塾
ジャパンカップ 30 中学2～3年女子45kg未満 粥川　愛菜 かゆかわ　あいな 155 44 桜塾
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 森岡　彩来 もりおか　さき 154 49 桜塾
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 森岡　翔 もりおか　しょう 170 59 桜塾

14名
ジャパンカップ 1 幼児男子 小岩井　咲我 こいわい　さが 109 22 桜琳塾
ジャパンカップ 4 小学1年女子 小岩井　咲音 こいわい　さと 116 21 桜琳塾
ジャパンカップ 5 小学2年男子 松本　常 まつもと　じょう 126 28 桜琳塾
ジャパンカップ 5 小学2年男子 林田　頼人 はやしだ　らいと 121 23.5 桜琳塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 小岩井　咲空 こいわい　さく 130 31.5 桜琳塾
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 長塚　唯 ながつか　ゆい 140 41 桜琳塾
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 大野　蒼空 おおの　あおと 141 35 桜琳塾
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 松本　歩大 まつもと　あお 148 48 桜琳塾
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 五十嵐　陸 いがらし　りく 143 49 桜琳塾
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 鈴木　はぐみ すずき　はぐみ 135 30 桜琳塾
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 塩満　美嘉 しおみつ　みか 160 61 桜琳塾
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 長塚　丈 ながつか　たける 151 45 桜琳塾
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 大野　優心 おおの　ひろと 164 67 桜琳塾
ジャパンカップ 32 中学2～3年女子52kg以上 中野　朋恵 なかの　ともえ 152 50 桜琳塾

1名
ジャパンカップ 27 中学2～3年男子60kg以上 小川　理貴 おがわ　りき 164 60 士衛塾　総本部

17名
ジャパンカップ 1 幼児男子 石黒　輝士 いしぐろ　あきと 111.2 18.6 七州会
ジャパンカップ 6 小学2年女子 山田　芽衣 やまだ　めい 112 19 七州会
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 丸茂　拓登 まるも　たくと 130 34 七州会
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 内田　一吹 うちだ　いぶき 131 31 七州会
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 菅原　一惺 すがわら　いっせい 138 30 七州会
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 正木　翔夢 まさき　しおん 135 30 七州会
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 山田　響月 やまだ　ひびき 136 33.5 七州会
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 石黒　翔士 いしぐろ　しょうと 133 28 七州会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 丸茂　雄太 まるも　ゆうた 150 54 七州会

七州会

士衛塾　総本部

桜琳塾



第22回　ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会　確認用名簿

大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 古川　幸輝 ふるかわ　こうき 147 35 七州会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 荒木　和生 あらき　かずお 145 37.5 七州会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 中里　蓮 なかざと　れん 141 32 七州会
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 田口　真都 たぐち　まさと 152 52 七州会
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 山田　萌夏 やまだ　もな 138 30 七州会
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 野崎　祐生 のざき　ゆうせい 148 37 七州会
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 田淵　海 たぶち　しい 152 42 七州会
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 内田　萌子 うちだ　もこ 151 39.5 七州会

3名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 金城　怜央 きんじょう　れおん 127 37 少林流黒崎会館
ジャパンカップ 5 小学2年男子 田辺　來空 たなべ　らいあ 130 28 少林流黒崎会館
ルーキーJr 53 小学2年男子　初級 石川　誠志郎 いしかわ　せいしろう 129 25 少林流黒崎会館

4名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 足立　航颯 あだち　かずと 115 20.5 昇心塾
ジャパンカップ 5 小学2年男子 小林　京生 こばやし　きょうせい 130 23 昇心塾
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 小林　城生 こばやし　じょうせい 140 29 昇心塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 足立　航太郎 あだち　こうたろう 143 40 昇心塾

1名
ジャパンカップ 1 幼児男子 中村　蒼太 なかむら　そうた 120 26 松武館空手道

9名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 澤口　太辰 さわぐち　たいそん 129.3 30 心温塾
ジャパンカップ 5 小学2年男子 小川　翼 おがわ　つばさ 133 42 心温塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 大野　愛善 おおの　あいぜん 143 44 心温塾
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 堀本　穂稀 ほりもと　ほまれ 135 35 心温塾
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 髙﨑　駿 たかさき　しゅん 150 42 心温塾
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 小川　翔太郎 おがわ　しょうたろう 141 42 心温塾
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 堀本　祐惺 ほりもと　ゆうせい 150 46 心温塾
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 佐藤　愛夏 さとう　まなか 153 41 心温塾
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 中村　來亜 なかむら　くれあ 157 56 心温塾

6名
ジャパンカップ 4 小学1年女子 仲摩　玲那 なかま　れな 120 23 新格闘技柔空手　新誠會
ジャパンカップ 6 小学2年女子 中村　吏杏 なかむら　りあん 120 20 新格闘技柔空手　新誠會
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 野嶋　紗 のじま　すず 132 29 新格闘技柔空手　新誠會
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 仲摩　優斗 なかま　ゆうと 142 39 新格闘技柔空手　新誠會
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 中村　翔真 なかむら　しょうま 157 47 新格闘技柔空手　新誠會
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 野嶋　琉生 のじま　るい 161 56 新格闘技柔空手　新誠會

6名
ジャパンカップ 2 幼児女子 五十嵐　唯郁 いがらし　ゆいか 117 21 新格闘術　五十嵐道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 物江　恭太朗 ものえ　きょうたろう 141 33 新格闘術　五十嵐道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 豊﨑　姫衣沙 とよさき　めいさ 141 33.5 新格闘術　五十嵐道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 荒明　央葵 あらあけ　ひさき 150 41 新格闘術　五十嵐道場
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 物江　凛 ものえ　りん 155 54 新格闘術　五十嵐道場
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 小嵜　太陽 こざき　たいよう 174 91 新格闘術　五十嵐道場

2名
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 鈴木　彩香 すずき　あやか 146 43 新極真会神奈川東横浜支部　木元道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 舘　香奈多 たち　かなた 153 40 新極真会神奈川東横浜支部　木元道場

1名
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 西山　大翔 にしやま　ひろと 130 28 新武道塾無心拳

3名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 永嶋　丞 ながしま　じょう 118 25 真総合空手道圏彗會
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 永嶋　玲愛 ながしま　れいあ 148 39 真総合空手道圏彗會
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 水本　龍人 みずもと　りゅうと 143 43 真総合空手道圏彗會

1名
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 村尾　彪龍 むらお　きりゅう 167 58 神谷塾

4名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 岡田　碧音 おかだ　あいと 125 25 水滸会 無限塾 札幌支部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 小嶋　隼飛 こじま　はやと 141 32 水滸会 無限塾 札幌支部
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 小野寺　朱雀奈 おのでら　すざな 142 28 水滸会 無限塾 札幌支部
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 小野寺　龍亮 おのでら りゅうすけ 152 41 水滸会 無限塾 札幌支部

3名
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 齊藤　太一 さいとう　たいち 160 52 水滸會丈夫塾
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 松橋　大空 まつはし　たく 159 54 水滸會丈夫塾
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 齋藤　莉々花 さいとう　りりか 160 51.5 水滸會丈夫塾

1名
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 小松　佳苗 こまつ　かなえ 143 29 遂心塾

3名
ジャパンカップ 9 小学3年女子 柴崎　心希 しばさき　しき 125 24 世界総極真　釘嶋道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 加藤　優希 かとう　ゆうき 144 40 世界総極真　釘嶋道場

新格闘術　五十嵐道場

新格闘技柔空手　新誠會

心温塾

松武館空手道

昇心塾

少林流黒崎会館

水滸會丈夫塾

水滸会 無限塾 札幌支部

神谷塾

真総合空手道圏彗會

新武道塾無心拳

新極真会神奈川東横浜支部　木元道場

世界総極真　釘嶋道場

遂心塾
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 32 中学2～3年女子52kg以上 諏訪本　わかな すわもと　わかな 148 66 世界総極真　釘嶋道場

4名
ジャパンカップ 4 小学1年女子 都築　梨那 つづき　りな 128 34 世界闘英館空手道
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 桐原　歩夢 きりはら　あゆむ 143 32 世界闘英館空手道
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 都築　莉玖 つづき　りく 158 62 世界闘英館空手道
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 山内　竜徳 やまうち　りゅうとく 157 55 世界闘英館空手道

4名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 福井　凜太朗 ふくい　りんたろう 135 30 星和会館
ジャパンカップ 9 小学3年女子 下野　美桜 しもの　みお 132 29 星和会館
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 福井　ちはや ふくい　ちはや 143 30 星和会館
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 下野　龍輝 しもの　りゅうき 142 36 星和会館

22名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 佐野　聡仁 さの　あきひと 120 27 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 松尾　理央斗 まつお　りおと 136 27 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 内田　湧斗 うちだ　ゆうと 133 29 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 重松　杜和 しげまつ　とわ 126 23 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 山下　翔太郎 やました　しょうたろう 131 25 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 綾部　勇成 あやべ　ゆうせい 125 25 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 上村　弘徽 かみむら　こうき 134 34 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 物永　正史 ものえい　まさし 139 35 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 安達　大翔 あだち　つばさ 133 24 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 綾部　晄大 あやべ　こうだい 133 27 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 市川　陽太 いちかわ　ひなた 143 36 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 内藤　茉凛 ないとう　まつり 136 29.5 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 津嘉山　寛斗 つかやま　ひろと 146 35.7 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 村山　愛真 むらやま　えま 137 27 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 山東　直史 さんとう　なおふみ 133 31 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 須藤　美結 すとう　みゆ 150 39 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 津坂　直哉 つさか　なおや 169 49 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 27 中学2～3年男子60kg以上 須藤　泰冴 すとう　たいご 176 86 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 松尾　茄南 まつお　かなみ 158 42 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 安達　早希 あだち　さき 154 45 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 金古　夏音 かねこ　かのん 157 47 正伝流空手道中村道場
ジャパンカップ 32 中学2～3年女子52kg以上 三上　千晴 みかみ　ちはる 161 54 正伝流空手道中村道場

1名
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 屋敷　翔哉 やしき　しょうや 161 53 聖武会館

1名
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 皆本　丈 みなもと　じょう 170 60 西湘大井ジム

9名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 岡本　東真 おかもと　はるま 127 25 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 6 小学2年女子 伊藤　千愛 いとう　ちえ 130 28 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 9 小学3年女子 木下　琴音 きのした　ことね 126 26 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 9 小学3年女子 仁田水　咲良 にたみず　さらさ 144 44 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 本田　莉子 ほんだ　りこ 130 26 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 本田　陽樹 ほんだ　はるき 131 36 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 三浦　碧斗 みうら　りくと 148 44.5 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 仁田水　咲楽 にたみず　さくら 158 57 誠真会館　秋津道場
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 磯田　紫舜那 いそだ　しよな 175 93 誠真会館　秋津道場

3名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 増田　智樹 ますだ　ともき 122 23 誠流塾
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 鴫野　丈 しぎの　じょう 129 27 誠流塾
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 鴫野　駿 しぎの　しゅん 150 42 誠流塾

4名
ジャパンカップ 1 幼児男子 密井　翔馬 みつい　しょうま 115 25 閃捷塾
ジャパンカップ 3 小学1年男子 田中　湊 たなか　みなと 125 28 閃捷塾
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 密井　龍一郎 みつい　りゅういちろう 142 48 閃捷塾
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 田中　梗吾 たなか　きょうご 145 39 閃捷塾

2名
ジャパンカップ 12 小学4年女子軽量32kg未満 加藤　愛琉 かとう　あいる 128 28 全日本空手道　森道場
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 加藤　令桜 かとう　れおん 158 47 全日本空手道　森道場

7名
ジャパンカップ 3 小学1年男子 桜井　香太 さくらい　こうた 122 23 大鹿道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 矢口　瑛斗 やぐち　えいと 134 30 大鹿道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 大鹿　倫毅 おおしか　りんき 141 40 大鹿道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 桜井　奏輔 さくらい　そうすけ 134 31 大鹿道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 大鹿　烈毅 おおしか　れつき 141 40 大鹿道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 田中　大地 たなか　だいち 142 33 大鹿道場
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 内藤　行雲 ないとう　ゆくも 145 41 大鹿道場

聖武会館

正伝流空手道中村道場

星和会館

世界闘英館空手道

誠流塾

誠真会館　秋津道場

西湘大井ジム

大鹿道場

全日本空手道　森道場

閃捷塾
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
2名

ジャパンカップ 3 小学1年男子 河合 琉月 かわい るつき 119 22 大上會
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 河合 利亜斗 かわい りあと 132 28 大上會

1名
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 西ヶ迫　春人 にしがさこ　しゅんと 138 40 男塾総本部

1名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 中野　幸大 なかの　こうた 130 27.5 超越塾　岩槻教室

1名
ジャパンカップ 35 高校男子70kg以上 星野　力也 ほしの　りきや 169 73 土方道場

8名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 中島　愛香 なかじま　あいか 127 26 闘龍會
ジャパンカップ 13 小学4年女子重量32kg以上 中島　悠香 なかじま　はるか 147 35 闘龍會
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 油井　惺 ゆい　さとる 145 360 闘龍會
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 都築　拓辰 つづき　たくみ 163 56 闘龍會
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 中島　清香 なかじま　さやか 151 43 闘龍會
ジャパンカップ 31 中学2～3年女子52kg未満 山本　菜月 やまもと　なつき 152 44 闘龍會
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 賀久　耀大 がく　ようた 168 59 闘龍會
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 都築　辰哉 つづき　しんや 168 66 闘龍會

2名
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 角田　海成 つのだ　かいせい 144 38 日本空手道　拳成会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 岩﨑　壮良 いわさき　そら 138 34 日本空手道　拳成会

3名
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 土橋　せら どばし　せら 148 38 日本空手道　飛心会
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 藤田　優里 ふじた　ゆり 156 40 日本空手道　飛心会
ジャパンカップ 38 高校女子55kg以上 藤田　咲嬉 ふじた　さき 164 58 日本空手道　飛心会

4名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 山本　恋次 やまもと　れんじ 122 25 日本実践空手道　拳王道
ジャパンカップ 5 小学2年男子 早河　優空 はやかわ　ゆあ 124 25 日本実践空手道　拳王道
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 岩井　海音 いわい　かいと 127 26 日本実践空手道　拳王道
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 山本　勇心 やまもと　ゆうしん 139 34 日本実践空手道　拳王道

5名
ジャパンカップ 16 小学5年女子軽量37kg未満 原　百花 はら　ももか 140 33 日本伝空手道陪劭流祐心会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 加藤　宥希 かとう　ゆうき 142 35.5 日本伝空手道陪劭流祐心会
ジャパンカップ 22 中学1年男子45kg未満 原　啓人 はら　ひろと 151 40 日本伝空手道陪劭流祐心会
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 岩田　瑠斗 いわた　るいと 161 51 日本伝空手道陪劭流祐心会
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 中村　幸之助 なかむら　こうのすけ 160 48 日本伝空手道陪劭流祐心会

2名
ジャパンカップ 1 幼児男子 松田　久優雅 まつだ　くうが 118 23 白蓮会館　奈良学園前支部
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 松田　彪雅 まつだ　ひゅうが 163 54.5 白蓮会館　奈良学園前支部

7名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 波木井　春陽 はきい　はるひ 134 34 白蓮会館湘南鎌倉支部
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 平礒　煌士 ひらいそ　こうし 136 36.5 白蓮会館湘南鎌倉支部
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 石原　翔 いしはら　しょう 143 32 白蓮会館湘南鎌倉支部
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 樋本　涼 ひもと　りょう 145.5 33.5 白蓮会館湘南鎌倉支部
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 山下　夏海 やました　なつみ 155 48 白蓮会館湘南鎌倉支部
ジャパンカップ 27 中学2～3年男子60kg以上 清水　怜央 しみず　れお 170 88 白蓮会館湘南鎌倉支部
ルーキーJr 57 小学4年男子重量32kg以上　初級 藤井　湊 ふじい　みなと 141 36.5 白蓮会館湘南鎌倉支部

11名
ジャパンカップ 2 幼児女子 角田ひより かくたひより 123 28 飛馬道場
ジャパンカップ 5 小学2年男子 梶　武蔵 かじむさし 124 24 飛馬道場
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 角田　漣 かくたれん 138 36 飛馬道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 小泉　そら こいずみそら 133 29.5 飛馬道場
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 五味　結雅 ごみつうが 147 60 飛馬道場
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 齋藤　絆菜 さいとうはんな 153 53 飛馬道場
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 齋藤　耀歩 さいとうあきほ 150 55 飛馬道場
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 石井　海大 いしいみだい 169 56.7 飛馬道場
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 佐々木　剛 ささきごう 144 45 飛馬道場
ジャパンカップ 26 中学2～3年男子60kg未満 加藤　幸芽 かとうこうが 166 56 飛馬道場
ジャパンカップ 38 高校女子55kg以上 本田　優希菜 ほんだゆきな 161 55 飛馬道場

2名
ジャパンカップ 20 小学6年女子軽量43kg未満 山﨑　葵 やまざき　あおい 146 38 武奨館吉村道場
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 土田　翔生 つちだ　とい 159 49 武奨館吉村道場

4名
ジャパンカップ 9 小学3年女子 鈴木　芽衣 すずき　めい 138 28 武心塾カラテ
ジャパンカップ 17 小学5年女子重量37kg以上 藤井　蒼羽 ふじい　そわ 155 46 武心塾カラテ
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 古庄　佑希 ふるしょう　ゆうき 163 60 武心塾カラテ
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 鈴木　心美 すずき　ここみ 160 47 武心塾カラテ

5名

日本空手道　拳成会

闘龍會

土方道場

超越塾　岩槻教室

男塾総本部

大上會

飛馬道場

白蓮会館湘南鎌倉支部

白蓮会館　奈良学園前支部

日本伝空手道陪劭流祐心会

日本実践空手道　拳王道

日本空手道　飛心会

武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部

武心塾カラテ

武奨館吉村道場
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大会名 階級番号 階級 氏名 ふりがな 身長 体重 道場名
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 芝田　善翔 しばた　ぜんしょう 129 26.5 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 永井　丈晴 ながい　たけはる 145 53 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 草間　楷斗 くさま　かいと 125 23 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 稲野　優玖 いなの　ゆうき 137 23 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 珍田　亮仁 ちんだ　りょうじ 131 24 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部

3名
ジャパンカップ 6 小学2年女子 瀧　あおい たき　あおい 130 24 武神　佐藤道場
ジャパンカップ 8 小学3年男子重量29kg以上 齊藤　輝 さいとう　ひかる 136 29 武神　佐藤道場
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 瀧　陽太 たき　ひなた 137 33 武神　佐藤道場

3名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 三木　翔聖 みき　しょうり 122 23 武道空手至道会館
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 三木　音潤 みき　ごおる 141 39.5 武道空手至道会館
ジャパンカップ 24 中学1年男子55kg以上 三木　翔斗 みき　しゅうと 165 67 武道空手至道会館

10名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 秋田　作 あきた　さく 126 28 武立会館
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 山口　叶来也 やまぐち　ときや 139 27.5 武立会館
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 村上　佳祐 むらかみ　けいすけ 132 28 武立会館
ジャパンカップ 11 小学4年男子重量32kg以上 秋田　一 あきた　いち 142 38 武立会館
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 石黒　蒼真 いしぐろ　そうま 133 32 武立会館
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 岩佐　歩 いわさ　あゆむ 136 33 武立会館
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 木村　壮志 きむら　そうし 138 31 武立会館
ジャパンカップ 19 小学6年男子重量43kg以上 橋爪　航青 はしづめ　こうせい 151 44 武立会館
ジャパンカップ 21 小学6年女子重量43kg以上 秋田　芙悠 あきた　ふゆ 153 47 武立会館
ジャパンカップ 29 中学1年女子45kg以上 石黒　心春 いしぐろ　こはる 165 51 武立会館

2名
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 安原　龍馬 やすはら　りょうま 130 29 武煌会館
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 安原　翔愛 やすはら　とあ 151 40 武煌会館

8名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 林　煌月 はやし　こうが 121 23 北晋寺西道場
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 宇佐美　太逞 うさみ　たたく 134 29 北晋寺西道場
ジャパンカップ 14 小学5年男子軽量37kg未満 牛田　夏葵 うしだ　なつき 136 30 北晋寺西道場
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 林　蓮鷲 はやし　れんじゅ 138 35 北晋寺西道場
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 由井　嶺海 ゆい　みなみ 150 40 北晋寺西道場
ジャパンカップ 28 中学1年女子45kg未満 由井　園海 ゆい　そのみ 149 38 北晋寺西道場
ジャパンカップ 33 高校男子60kg未満 内藤　秀吾 ないとう　しゅうご 170 51 北晋寺西道場
ジャパンカップ 34 高校男子70kg未満 由井　岳海 ゆい　たけみ 173 65.3 北晋寺西道場

9名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 白澤　恵翔 しろさわ　けいと 125 27 優志館
ルーキーJr 51 幼児男子　初級 甲斐谷　岳 かいたに　がく 106 15 優志館
ルーキーJr 51 幼児男子　初級 内澤　文太郎 うちざわ　ぶんたろう 118 21 優志館
ルーキーJr 52 小学1年男子　初級 　　加賀山　稔 かがやま　みのり 123 25 優志館
ルーキーJr 54 小学3年男子軽量29kg未満　初級 閑田　翔仁 かんだ　しょうじ 130 26 優志館
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 矢田部　稜太 やたべ　りょうた 130 30 優志館
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 山崎　大河 やまざき　たいが 130 40 優志館
ルーキーJr 55 小学3年男子重量29kg以上　初級 金子　拓歩 かねこ　たくほ 134 31 優志館
ルーキーJr 59 小学5年男子重量37kg以上　初級 武田　和真 たけだ　かずま 143 43 優志館

1名
ジャパンカップ 25 中学2～3年男子50kg未満 藤原　司 ふじはら　つかさ 157 48 勇誠会　井上道場

6名
ジャパンカップ 1 幼児男子 本杉　一騎 もとすぎ　いっき 115 21 立志会
ジャパンカップ 5 小学2年男子 斉藤　旭飛 さいとう　あさひ 122 24 立志会
ジャパンカップ 5 小学2年男子 酒井　陽向 さかい　ひなた 125 26 立志会
ジャパンカップ 10 小学4年男子軽量32kg未満 斉藤　航樹 さいとう　こうき 135 29.8 立志会
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 本杉　一颯 もとすぎ　いっさ 152 52 立志会
ジャパンカップ 18 小学6年男子軽量43kg未満 酒井　暖 さかい　はる 145 36 立志会

6名
ジャパンカップ 5 小学2年男子 齋藤　蒼空 さいとう　そら 123 25 龍拳會青葉台支部
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 福田　優翔 ふくだ　ゆう 128 24 龍拳會青葉台支部
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 熊田　立 くまた　りつ 128 26 龍拳會青葉台支部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 熊田　旭 くまた　あさひ 142 37 龍拳會青葉台支部
ジャパンカップ 15 小学5年男子重量37kg以上 福田　麗雄 ふくだ　れお 141 40 龍拳會青葉台支部
ジャパンカップ 23 中学1年男子55kg未満 小松　優希 こまつ　ゆうき 158 54.8 龍拳會青葉台支部

2名
ジャパンカップ 7 小学3年男子軽量29kg未満 山本　瑛斗 やまもと　えいと 124 24 輪道会
ジャパンカップ 9 小学3年女子 粟野　櫻子 あわの　さくらこ 124 24 輪道会

輪道会

龍拳會青葉台支部

立志会

勇誠会　井上道場

優志館

北晋寺西道場

武煌会館

武立会館

武道空手至道会館

武神　佐藤道場
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