
  　   第17回ＪＫＪＯ全日本ジュニア選手権大会　代表権獲得選手　男子
2023年全日本大会開催時の階級（学年）で表記

男子階級 　氏　　　名 　所　　属　　道　　場 代表権取得大会

西山　十蔵 統心會 最強決定戦

田中　結晋 昇心塾　本部 最強決定戦

小林　蔵麿 武奨館吉村道場 最強決定戦

日下部　音陽 七州会 最強決定戦

押上　秀丸 極真会館竹吉道場 北陸地区選抜

間邪 　叶多 閃捷塾 全中部

田部　晴喜 慧昇會 統一全日本

沼田 　謙翔 空手道無限勇進会 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

豊田　湊大 桜武会　本部 中部地区選抜

大岩　蓮大 栄神会 中部地区選抜

川口　煌稀 桜塾 中部地区選抜

太田　翔太 桜塾 中部地区選抜

永井　葵人 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

髙﨑　然 心温塾 関東地区選抜

林　慶次朗 眞琉會 かがやき杯

中尾　心謙 一光会館 かがやき杯

大成　玲也 武煌会館 かがやき杯

山中　太陽 武奨館吉村道場 かがやき杯

漆原　啓人 修慧会 四国地区選抜

吉賀　　櫂 勇征会 九州地区選抜

下川　翔大 七海会 東北地区選抜

山田　翔太 極真空手中崎道場 最強決定戦

竹田　晋次朗 七州会 最強決定戦

伏野　琥珀 聖空会館 最強決定戦

日南　耀生 空會館 最強決定戦

岩花　椋介 谷岡道場 フルチャレ北海道

高倉　渉 武心剛術会 フルチャレ北海道

金曽　正宗 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 西川 銀士朗 武奨館吉村 全中部

庄籠　大空 圏彗會 統一全日本

廣田　翔真 統心會 統一全日本

桝田　 智也 極真会館浜井派石川県支部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

高田　優玄 栄神会 中部地区選抜

齋藤　大翔 七州会 中部地区選抜

伊藤　陽飛 桜塾 中部地区選抜

古本　旭 桜塾 中部地区選抜

渡邊　剛 白蓮会館湘南鎌倉支部 関東地区選抜

沼田　来璃 フルコンタクトカラテスクール 関東地区選抜

宮本　翠 LAGYM藤田道場 かがやき杯

ヘイダリ マーク サイルス 閃捷塾 かがやき杯

濱　陽貴 桜塾 かがやき杯

伊藤　颯祐 極真坂本福井 かがやき杯

片岡　一晟 勇征会 九州地区選抜

橋本　士和 極真会館安斎道場 東北地区選抜

岩井　騰己 桜塾 最強決定戦

深見　三郎 空會館 最強決定戦

長江　政宗 久保田道場 最強決定戦

太田　佑利 桜塾 最強決定戦

斉藤　直壮 山崎塾 甲信越地区選抜

福田　新 桜琳塾 フルチャレ北海道

岩城　仁 葵塾 フルチャレ北海道

中村　晴 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 白数 　豹雅 昇心塾 全中部

 近藤　大河 拳聖塾 全中部

 浜田 　剛気 立志会 全中部

城後　大和 圏彗會 統一全日本

幼児男子

小1男子

小2男子



山田　悠斗 下松格闘技クラブ　勇気会 統一全日本

小2男子



松尾　 陽汰 統心會 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

藤原　熙乃 空會館 中部地区選抜

金﨑　蓮太郎 祐心会 中部地区選抜

小野寺　逞 桜塾 中部地区選抜

竹下　愛恭 桜塾 中部地区選抜

呉　彦澤 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

山口　礼亜 KWF千葉田中道場 関東地区選抜

中久木　馨 真誠塾 かがやき杯

押上　力丸 極真石川竹吉 かがやき杯

後山　礼晟 勲心會 かがやき杯

山本　羚雅 空會館 かがやき杯

児玉　陽 拳友会香川 四国地区選抜

白石　琥珀 一進会 九州地区選抜

千葉　琉之郎 松島空手道場 東北地区選抜

岸本　瑛太 新極真会館兵庫中央 最強決定戦

京口　竜汰 聖心會 最強決定戦

京口　竜芯 聖心會 最強決定戦

兜森　翔海 空會館 最強決定戦

笠原　蒼平 桜塾 最強決定戦

田嶋　梓 武煌会館 最強決定戦

原田　竜我 武煌会館 最強決定戦

面ノ　朔 聖心會 最強決定戦

佐原　諒哉 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

國分　羚史 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

大西　怜斗 立志会 フルチャレ北海道

西田　咲弥 葵塾 フルチャレ北海道

和嶋　大誠 水滸會 無限塾 札幌 フルチャレ北海道

大友　琉生 葵塾 フルチャレ北海道

梅田　周弥 極真会館坂本派福井県本部 北陸地区選抜

谷口　朝飛 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 中尾 　綺心 一光会館 全中部

 安藤 　颯良 正道会館新心館 全中部

 足立　孝太郎 佐藤道場 全中部

 苑田 　忠優 七州会 全中部

 前田　結斗 勇誠会井上 全中部

堀川　丞球 勇征会 統一全日本

金光　航和 空會館 統一全日本

後藤　　嵐 勇征会 統一全日本

木許　翔貴 正道会館・大分南支部 統一全日本

小3男子
（軽重未定）



横井 陽東 新格闘技柔空手 新誠會 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

鷲見 琉颯 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

大岩　竜大 栄神会 中部地区選抜

宮本　琥斗良 新誠會 中部地区選抜

齋藤　翔和 七州会 中部地区選抜

石黒　輝士 七州会 中部地区選抜

杉山　雄映 祐心会尾張旭 中部地区選抜

密井　翔馬 閃捷塾 中部地区選抜

髙橋　快夢 学心会 中部地区選抜

北川　怜歩 祐心会尾張旭 中部地区選抜

久能　慶 我流空手道北斗會本部 関東地区選抜

平澤　大地 桜琳塾 関東地区選抜

礒部　礼 空手道無限勇進会 関東地区選抜

小岩井　咲我 桜琳塾 関東地区選抜

小林　侑太 祐心会尾張旭支部 かがやき杯

西川　琥太朗 武奨館吉村道場 かがやき杯

野瀨　喜平 正樹道場 かがやき杯

稲垣　銀河 JKK聖拳武館 かがやき杯

小柳　旺駕 眞琉會 かがやき杯

三ツ山　晴智 極真坂本福井 かがやき杯

尾関　拳志郎 七州会 かがやき杯

奥村　真大 武奨館吉村道場 かがやき杯

中田　琉緒 拳友会香川 四国地区選抜

宮本　夏成 神武会館 四国地区選抜

吉賀　　湧 勇征会 九州地区選抜

櫻井　來登 誠武館 九州地区選抜

荒井　玲慶 至真会館 東北地区選抜

櫻井　想真 松島空手道場 東北地区選抜

福田　真旺 空手道　拳実会 最強決定戦

井上　豪 白蓮会館湘南鎌倉支部 最強決定戦

本杉　一騎 立志会 最強決定戦

彦坂　颯来 桜塾 最強決定戦

北嶋　塁 武煌会館 最強決定戦

山﨑　創太 昇心塾　本部 最強決定戦

金曽　将人 極真浜井派石川 最強決定戦

楠田　陸 極真会館兼田道場 最強決定戦

岩下　大晴 山崎塾 甲信越地区選抜

福田　春馬 桜琳塾 フルチャレ北海道

浜野　太輔 真結氣 フルチャレ北海道

川中　悠太郎 勇輝会館 フルチャレ北海道

日岡　丈ノ新 至道会館 フルチャレ北海道

山田　虎鉄 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

藤田　莉王 LA GYM JAPAN 藤田道場 北陸地区選抜

 小田　 朝陽 栄神会 全中部

 篠原 　善 昇心塾 全中部

 島岡 　蓮 極真浜井石川 全中部

 松田 久優雅 白蓮奈良学園前 全中部

佐藤 　太陽 武煌会館 全中部

 森上　 太翔 真正会秀勇館 全中部

庄籠　陸 圏彗會 統一全日本

中村　風音 白蓮会館・唐津支部 統一全日本

櫻木　玲王 勇征会 統一全日本

馬田　琉乃介 誠武塾 統一全日本

小4男子
（軽重未定）



小林 秀太郎 勇誠会 井上道場 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

菊池 　善 神武館野村道場 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

安藤　暖琉 正道会館　新心館 中部地区選抜

大倉　雄太郎 男塾名東本部 中部地区選抜

吉田　善 桜塾 中部地区選抜

吉田　類 桜塾 中部地区選抜

田中　湊 閃捷塾 中部地区選抜

荒木 堆成 世界闘英館空手道 中部地区選抜

戸次　健人 世界闘英館空手道 中部地区選抜

新實　礼磨 立志会 中部地区選抜

中村　隼翔 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

森川　奏 KWF千葉田中道場 関東地区選抜

野見山　然宇 白蓮会館湘南鎌倉支部 関東地区選抜

桜井　香太 大鹿道場 関東地区選抜

洲﨑　耕太郎 正樹道場 かがやき杯

梶村　隼飛 桜塾 かがやき杯

坂下　琉偉 極真石川竹吉 かがやき杯

大畠　成惺 武煌会館 かがやき杯

坂井　風天 極真浜井石川 かがやき杯

菱沼　拓隼 極真浜井石川 かがやき杯

林　宥仁 桜塾 かがやき杯

田中　陽基 修慧会 かがやき杯

宮内　梛帆 如水会館 四国地区選抜

松川　仁哉 勇征会 九州地区選抜

森本　洸樹 統心會　佐賀支部 九州地区選抜

青木　悠真 極真会館宮城県本部 東北地区選抜

川口　桜翔 神武館 東北地区選抜

表地　海翔 桜塾 最強決定戦

伊藤　快汰 桜塾 最強決定戦

中川　義仁 真正会　秀勇館 最強決定戦

林　俐仁 桜塾 最強決定戦

長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和支部 最強決定戦

尾﨑　威心 七州会 最強決定戦

安藝　飛雄馬 桜塾 最強決定戦

毛利　圭登 水滸會丈夫塾 最強決定戦

成澤　黎 北斗会館浅科道場 甲信越地区選抜

由井　龍 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

中村　琉惺 極真拳武會 フルチャレ北海道

大場　蓮 世界闘英館 フルチャレ北海道

久冨　煌希 統心會 フルチャレ北海道

渡邉　樹 祐心会尾張旭支部 フルチャレ北海道

國納　煌生 武奨館吉村道場 北陸地区選抜

東力　伊織 LA GYM JAPAN 藤田道場 北陸地区選抜

 河合　 琉月 大上會 全中部

 岩井　 瑠希 桜塾 全中部

 日南　蒼空 空會館 全中部

 鳴海　咲太 桜塾 全中部

仮屋　翔織 統心會 統一全日本

石井　心勇雅 秋岡塾 統一全日本

川端　英太朗 桜塾 統一全日本

平　　優翔 武煌会館 統一全日本

小5男子
（軽重未定）



鷲見 　琉斗 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

長尾 　杏虹 勇清会 牧山道場 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

祖父江　洋斗 清凛館 中部地区選抜

山本　恋次 空會館 中部地区選抜

早河　優空 空會館 中部地区選抜

東　信輝 新誠會 中部地区選抜

本松　大芽 空會館 中部地区選抜

酒井　陽向 立志会 中部地区選抜

岡村　銀士 七州会 中部地区選抜

中西　涼青 輪道会 中部地区選抜

岡本　東真 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

林田　頼人 桜琳塾 関東地区選抜

松本　常 桜琳塾 関東地区選抜

飯田　充輝 空手道MAC 東京･江戸川道場 関東地区選抜

川上　勇真 極真浜井石川 かがやき杯

石田　流聖 極真坂本福井 かがやき杯

野﨑　颯斗 正樹道場 かがやき杯

川瀬　雄士朗 極真坂本福井 かがやき杯

濱　佑輝 桜塾 かがやき杯

長山　拳悟 正樹道場 かがやき杯

野村　成 栄神会 かがやき杯

髙橋　右京 理心館 かがやき杯

佐藤　謙真 神武会館 四国地区選抜

土井　蓮翔 志誠會 九州地区選抜

森枝　大葵 勇征会 九州地区選抜

橋本　大和 極真会館安斎道場 東北地区選抜

蔵田　倖之介 神武館 東北地区選抜

大谷内　洸 桜塾 最強決定戦

中村　悠吾 全真会館　阿倍野本部 最強決定戦

小寺　愛斗 光道會舘塔本道場 最強決定戦

田井中　秀 桜塾 最強決定戦

益野　康平 新極真会大阪北支部 最強決定戦

伊藤　康修 桜塾 最強決定戦

佐々木　大悟 宮野道場 最強決定戦

林　煌月 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

近藤　大翔 理心館 甲信越地区選抜

松尾　颯大 統心會 フルチャレ北海道

吉田　航基 桜塾 フルチャレ北海道

毛利　有登 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

河合　絢斗 修武會 フルチャレ北海道

鎌倉　朱良 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

坊下　琥太朗 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 藤原 　快吏 空會館 全中部

 近持 　凛太朗 新極真三重北 全中部

 谷口　 楓祈 聖心會 全中部

 白川　 啓樹 聖心會 全中部

森　大翔 勇征会 統一全日本

山本　和輝 統心會 統一全日本

安達　虎珂 成心會・福岡支部 統一全日本

山城　拓大 桜神會館 統一全日本

小6男子
（軽重未定）



村上 　雄哉 聖心會 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

中西 　啓太 世界闘英館空手道 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

山本　瑛斗 輪道会 中部地区選抜

柴田　空河 学心会 中部地区選抜

渡部　絢斗 遂心塾 中部地区選抜

柳田　凌央 桜塾 中部地区選抜

小島　蕉也 桜塾 中部地区選抜

駒田　來星 松武館高野尾支部 中部地区選抜

堀江　遥希 桜塾 中部地区選抜

山田　幸乃丞 武神　佐藤道場 中部地区選抜

冨山　莉王 新極真会川崎東湘南支部 関東地区選抜

山口　叶来也 武立会館 関東地区選抜

秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 関東地区選抜

小関　優心 極真会館坂本派　金町道場 関東地区選抜

鴫野 　丈 誠流塾 かがやき杯

竹内　　虎和 自然拳法 かがやき杯

髙野　颯 武奨館吉村道場 かがやき杯

小田島　凜久 中山道場 かがやき杯

奥村　勇仁 勲心會 かがやき杯

林　清正 眞琉會 かがやき杯

須貝　瑳月 七州会 かがやき杯

小﨑　太雅 真誠塾 かがやき杯

桑野　瑠 修慧会 四国地区選抜

上原　悠大 修慧会 四国地区選抜

伊東　理一 勇征会 九州地区選抜

高尾　慈樹 誠勇館 九州地区選抜

本郷　晴琉 FKC輝心会 東北地区選抜

沢田　越士 小比類巻道場 東北地区選抜

白井　悠生 宮野道場 最強決定戦

伊藤　大稀 桜塾 最強決定戦

松本　拓己 烈士塾 最強決定戦

清河　太雅 水滸會丈夫塾 最強決定戦

影山　澄吉 桜塾 最強決定戦

横山　猛 桜塾 最強決定戦

藤井　駿太朗 桜塾 最強決定戦

竹永　龍也 桜塾 最強決定戦

小笠原　航 昇心塾　八日市支部 最強決定戦

古谷　侑大 新極真会館兵庫中央 最強決定戦

清水　大芽 理心館 甲信越地区選抜

石山　築 理心館 甲信越地区選抜

松本　虎汰郎 山崎塾 甲信越地区選抜

三上　虎太朗 真結氣 フルチャレ北海道

松橋　煌駕 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

工藤　泰史 真結氣 フルチャレ北海道

横山　空音 葵塾 フルチャレ北海道

児玉　絢翔 水滸會 無限塾 札幌 フルチャレ北海道

大塚　昊牙 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

柿原　武尊 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

阿原　大晟 武奨館吉村道場 北陸地区選抜

吉田　礼慈 極真会館手塚グループ師田道場 北陸地区選抜

山本 悠人 極真空手中崎 全中部

 斎藤　輝 佐藤道場 全中部

 田淵　 光 七州会 全中部

 伊地知　 大雅 大井塾 全中部

 花井 　大翔 桜塾 全中部

 原田 　燎明 桜塾 全中部

田村　 星波 桜塾 全中部

 丸茂　 拓登 七州会 全中部

 生田　 航涼 清凛館 全中部

 小林 　蒼侑 祐心会尾張旭 全中部

岸川　竜之介 統心會 統一全日本

中学1年
男子

（軽重未定）



穴見　吉紀 秋岡塾 統一全日本

大城　颯亜 誠武館 統一全日本

三代　虎愛 正道会館・大分南支部 統一全日本

野口　大和 拳栄会館 統一全日本

古木　宏賢 下松格闘技クラブ　勇気会 統一全日本

中学1年
男子

（軽重未定）



瀬尾　 旺文 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

祖父江　 海斗 清凛館 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

吹上 優天 光山会 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

稲垣　龍芽 JKK聖拳武館 中部地区選抜

鈴木　騎士 桜塾 中部地区選抜

菅原　一惺 七州会 中部地区選抜

鈴木　哉向 桜塾 中部地区選抜

加藤　陽生 空會館 中部地区選抜

稲石　夢斗 桜塾 中部地区選抜

瀬戸口　大誠 立志会 中部地区選抜

竹内　望人 七州会 中部地区選抜

密井　龍一郎 閃捷塾 中部地区選抜

内田　全祇 久保田道場 中部地区選抜

小島　澪 桜塾 中部地区選抜

平倉　達哉 桜塾 中部地区選抜

桐原　歩夢 世界闘英館空手道 中部地区選抜

田口　心道 世界闘英館空手道 中部地区選抜

加藤　彪太郎 桜塾 中部地区選抜

野村　魁希 桜塾 中部地区選抜

各務　壮祐 極真浜井派愛知石川 中部地区選抜

森　絢二郎 森道場 中部地区選抜

丸茂　雄太 七州会 中部地区選抜

中島　悠聖 祐心会 中部地区選抜

小泉そら 飛馬道場 関東地区選抜

齋藤　悠大 我流空手道北斗會ふじみ野支部 関東地区選抜

小野　颯介 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

門馬　善 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

長谷川　凰星 空手道無限勇進会 関東地区選抜

松田　悠也 空手道中山道場 関東地区選抜

髙山　蒼悟 空手道中山道場 関東地区選抜

和田　凜太郎 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

佐野　光琉 フルコンタクトカラテスクール 関東地区選抜

松本　歩大 桜琳塾 関東地区選抜

細内　大翔 極真会館坂本派栃木支部 関東地区選抜

濱　航希 桜塾 かがやき杯

平松　空翔 拳実会 かがやき杯

田中　琢夢 空會館 かがやき杯

小林　祐太 誠真会館ひばりが丘 かがやき杯

池田　瑛都 極真浜井石川 かがやき杯

𠮷岡　将斗 桜塾 かがやき杯

岩城　遥斗 理心館 かがやき杯

平尾　太一 桜塾 かがやき杯

奥村　珀斗 武奨館吉村道場 かがやき杯

田中　陽彩 学心会 かがやき杯

日比野　蓮 極真浜井愛知石川 かがやき杯

児島　健太 祐心会 かがやき杯

奥山　瑠斗 仰拳塾 かがやき杯

河下　怜楽 閃捷塾 かがやき杯

小久江　侍勇 峰武塾 かがやき杯

森田　獅陽 波導館 かがやき杯

田嶋　美月 武煌会館 かがやき杯

大石　悠月 桜塾 かがやき杯

浦山　竜精 武奨館吉村道場 かがやき杯

菊田　真翔 武奨館吉村道場 かがやき杯

吹屋　直優 川田道場 かがやき杯

笠井　翔愛 川田道場 かがやき杯

谷光　奏音 流心館 四国地区選抜

佐藤　領政 神武会館 四国地区選抜

山本　大輝 統心會 九州地区選抜

橋本　瑠輝亜 誠拳道会館 九州地区選抜

河野　夢生 ワールド極真会館・大分県支部 九州地区選抜

中学2～3年
男子

（軽重未定）



木村　陽斗 芦原会館　南関支部 九州地区選抜

土嶺　太聖 七海会 東北地区選抜

遠藤　匠悟 七海会 東北地区選抜

溝江　匠真 極真会館宮城県本部 東北地区選抜

戸屋　太吾 神武館 東北地区選抜

戸屋　絆 神武館 東北地区選抜

本郷　琉生 FKC輝心会 東北地区選抜

奥村　一真 極真空手中崎道場 最強決定戦

村田　風我 桜塾 最強決定戦

石嶺　太陽 桜塾 最強決定戦

松田　泰正 桜塾 最強決定戦

谷口　遼磨 聖心會 最強決定戦

山本　勇心 空會館 最強決定戦

正木　翔夢 七州会 最強決定戦

工藤　　蓮 空武會 最強決定戦

本杉　一颯 立志会 最強決定戦

都築　莉玖 世界闘英館 最強決定戦

小田島　悠翔 中山道場 最強決定戦

牛田　夏葵 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

國分　汰翔 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

牛田　聖南 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

奈須川　漣 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

小嶋　隼飛 谷岡道場 フルチャレ北海道

大渕　航聖 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

児玉　翔太 水滸會 無限塾 札幌 フルチャレ北海道

大友　悠聖 葵塾 フルチャレ北海道

安樂　瑛太 真結氣 フルチャレ北海道

鎌田　凌真 眞琉會 北陸地区選抜

梅田　歩知 極真会館坂本派福井県本部 北陸地区選抜

濵﨑　蓮 極真会館坂本派福井県本部 北陸地区選抜

 藤井 　優太朗 桜塾 全中部

 河合 　利亜斗 大上會 全中部

 岸本 　旺志郎 中山道場 全中部

 岩野　歩夢 中山道場 全中部

山崎 　龍之介 尚道館 全中部

矢嶋　珀 誠拳會館 全中部

志波　奏杜 統心會 統一全日本

竹下　昂秀 真正会・熊本支部 統一全日本

塩濱　湊 慧昇會 統一全日本

嶋本　結和 秋岡塾 統一全日本

山田　琉生 極真会館中村道場延岡支部 統一全日本

後藤　絆 勇征会 統一全日本

中学2～3年
男子

（軽重未定）



加藤 　宥希 祐心会尾張旭支部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

松田 　流誠 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

中村　 海晴 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

岡田 　凌平 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

郷 　航生 水滸會丈夫塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

浅野　 慶太郎 無限勇進会千葉学芸高校空手部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

大西　泰地 光武会館 中部地区選抜

笹山　優太 JKK 中部地区選抜

石田　虎琉 拳真流チームアキラ 中部地区選抜

有賀　巧真 神谷塾 中部地区選抜

氏原　陸登 桜塾 中部地区選抜

林　諒芽 桜塾 中部地区選抜

森　思温 桜塾 中部地区選抜

梶村　充城 桜塾 中部地区選抜

加藤　琉雅 桜塾 中部地区選抜

田淵　海 七州会 中部地区選抜

柳井　星七 空身館 中部地区選抜

八田　銀琉 桜塾 中部地区選抜

岩田　瑠斗 祐心会 中部地区選抜

前田　竜太郎 七州会 中部地区選抜

瀬藤　厳太 極真松田道場 中部地区選抜

田中　大地 大鹿道場 関東地区選抜

中島　暖 空手道中山道場 関東地区選抜

細矢　涼太 フルコンタクトカラテスクール 関東地区選抜

三ヶ島　源 無限勇進会千葉学芸高校空手部 関東地区選抜

岩崎　匠真 岩崎空手 関東地区選抜

大場　孔揮 無限勇進会千葉学芸高校空手部 関東地区選抜

石崎　渉修 北斗會ふじみ野支部 関東地区選抜

池田　優雅 桜塾 かがやき杯

畠中　悠翔 桜塾 かがやき杯

土田　翔生 武奨館吉村道場 かがやき杯

田嶋　尊 武煌会館 かがやき杯

安東　海音 飛心会　 かがやき杯

服部　将也 極真手塚福井師田 かがやき杯

小川　理貴 武奨館吉村道場 かがやき杯

福井　悠太 武奨館吉村道場 かがやき杯

間宮　隆斗 神谷塾 かがやき杯

坪川　裕吾 極真手塚福井師田 かがやき杯

齊藤　太一 丈夫塾 かがやき杯

谷本　悠真 修慧会 四国地区選抜

桑野　魁 修慧会 四国地区選抜

中本　幸大 流心館 四国地区選抜

秋山　竜徹 統心會 九州地区選抜

船津　唯音 統心會 九州地区選抜

藤崎　竜也 一道会 九州地区選抜

三井所　大地 真道會 九州地区選抜

相樂　匠皇 芦原会館福島南 東北地区選抜

遠藤　壱晟 神武館 東北地区選抜

山川　慧大 真誠塾 最強決定戦

玉井　祥大郎 昇気館洛西支部 最強決定戦

川瀬　翔 桜塾 最強決定戦

佐藤　誠真 空武會 最強決定戦

中山　星音 桜塾 最強決定戦

藤田　琥也 桜塾 最強決定戦

大村　宙夢 拳悠會 最強決定戦

遠藤　麗司 理心館 甲信越地区選抜

岩城　陸斗 理心館 甲信越地区選抜

佐藤　大輝 闘心會 フルチャレ北海道

蠣崎　莉匡 水滸會無限塾 フルチャレ北海道

工藤　将星 真結氣 フルチャレ北海道

水野　隼 水滸會無限塾 フルチャレ北海道

高校男子
（体重未定）



三木　翔斗 至道会館 フルチャレ北海道

松川　　一護 闘心會 フルチャレ北海道

吉川　謙志 正樹道場 北陸地区選抜

服部　勝也 極真会館手塚グループ師田道場 北陸地区選抜

河﨑　海翔 眞琉會 北陸地区選抜

 大澤 　唯雅 神谷塾 全中部

 鴫野　 駿 誠流塾 全中部

 水野 　太雅 聖心會 全中部

 中山 　誠那 中山道場 全中部

 熊谷 　颯真 祐心会尾張旭 全中部

今別府 　幸音 七州会 全中部

 小原　陵汰 祐心会 全中部

大城　亜舟 誠武館 統一全日本

森田　隆嗣 勇征会 統一全日本

塩濱　蓮 慧昇會 統一全日本

成松　海翔 勇征会 統一全日本

大隈　直人 慧昇會 統一全日本

児玉　天飛 新極真会・大分県央支部 統一全日本

高校男子
（体重未定）



女子階級 　氏　　　名 　所　　属　　道　　場 代表権取得大会

森本　ひより 統心會　佐賀支部 九州地区選抜

上野　文愛 昇心塾　彦根支部 最強決定戦

土田　惟月 葵塾 フルチャレ北海道

佐々木　美結莉 葵塾 フルチャレ北海道

 佐々木 凰姫 慧昇會 全中部

 福留　梨桜奈 慧昇會 全中部

今中 　櫻子 実戦空手横山道場総本部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

金﨑　澪愛 祐心会 中部地区選抜

久野　陽菜美 立志会 中部地区選抜

出町　咲奈 七州会 中部地区選抜

大髙　紗渚 神谷塾 中部地区選抜

吉田　莉央 極真会館坂本派真岡道場 関東地区選抜

稲冨　花 義道会館 かがやき杯

斗賀　梨乃 七海会 東北地区選抜

山﨑　桃子 昇心塾　本部 最強決定戦

藤浦　寧々 宮野道場 最強決定戦

小林　凛桜 世界全極真米山道場 最強決定戦

玉水　綺花 昇気館樫原支部 最強決定戦

髙橋　桜文 葵塾 フルチャレ北海道

松原　梨心 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

前田 一愛莉 慧昇會 全中部

横田　一莉 一進会 統一全日本

白石　彩華 一進会 統一全日本

奥村 亜瑠真 極真空手中崎道場関西本部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

冨田　和花 桜塾 中部地区選抜

福山　咲耶 世界闘英館空手道 中部地区選抜

小池　瑠璃 JKK聖拳武館 中部地区選抜

浅井　希音 極真松田道場 中部地区選抜

加藤　ひかり 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

柳川　恵舞 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

東　想乃 武奨館吉村道場 かがやき杯

水野　凛保 真道塾 かがやき杯

吉田　結香 桜塾 かがやき杯

川波　日向子 千山道場 かがやき杯

市山　璃桜 統心會 九州地区選抜

阿部　瑞希 FKC輝心会 東北地区選抜

鎌谷　花暖 立志会 最強決定戦

本村　結華 空身館 最強決定戦

杉原　紗矢 JKK 最強決定戦

山村　茜鈴 真結氣 フルチャレ北海道

小嶋　海澄 谷岡道場 フルチャレ北海道

尾﨑　茜 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

市原　未織 一進会 統一全日本

笠本　愛里咲 下松格闘技クラブ　勇気会 統一全日本

幼児女子

小１女子

小2女子



桑野　 寧 空手道修慧会 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

竹中　椎菜 桜塾 中部地区選抜

日下部　月雲 七州会 中部地区選抜

飯尾　茉奈 闘龍會　本部 中部地区選抜

金谷　瑠夏 空身館 中部地区選抜

柳川　十希 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

齋藤　絵奈 極真拳武會蒲田支部 関東地区選抜

石塚　花湖 自然拳法 かがやき杯

守田　瑠璃子 極真浜井石川 かがやき杯

富田　桃羽 桜塾 かがやき杯

日比野　有紗 極真浜井愛知石川 かがやき杯

小尾　穂花 修慧会 四国地区選抜

後藤　実莉 暁 九州地区選抜

西村　美波 七海会 東北地区選抜

尾﨑　心奏 七州会 最強決定戦

東浦　華 MAC奈良 最強決定戦

仮屋　望愛 桜神會館 最強決定戦

三吉　怜杏 誠志会 最強決定戦

清水　悠衣 理心館 甲信越地区選抜

五日市　玲愛 鈴木道場 フルチャレ北海道

大森　陽菜璃 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道
 木村 　亜璃衣 佐藤道場 全中部
勝連 　結実菜 祐心会 全中部

吉岡 レイチェル 未夏 七州会 全中部
小野　絆菜 武煌会館 統一全日本
新澤　心咲 慧昇會 統一全日本

奥村 瑠依真 極真空手中崎道場関西本部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

冨田　華帆 桜塾 中部地区選抜

髙野　ひおり 祐心会 中部地区選抜

八田　かれん 正道会館　新心館 中部地区選抜

三谷　明愛 七州会 中部地区選抜

角田　ひより 飛馬道場 関東地区選抜

齋藤　心希 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

堀池　愛琉 一光会館 かがやき杯

五十嵐　唯郁 五十嵐道場 かがやき杯

田中　茉衣 五十嵐道場 かがやき杯

髙見　沙亜弥 七州会 かがやき杯

大神　春陽 勇征会 九州地区選抜

笹本　澪央 七海会 東北地区選抜

服部　愛夢 武神　佐藤道場 最強決定戦

兵庫　歩香 金森道場 最強決定戦

中島　妃音 空會館 最強決定戦

津田　悠華 桜塾 最強決定戦

清河　里保 水滸會丈夫塾 最強決定戦

西部　愛華 極真会館坂本派福井県本部 最強決定戦

安樂　莉々香 真結氣 フルチャレ北海道

船津　望愛 統心會 フルチャレ北海道

谷津　綾夏 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

古川　心菜 水滸會無限塾 フルチャレ北海道

浜高　彩愛 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

金曽　綾乃 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

由田 　優希 昇心塾 全中部

 本郷 　海音 闘龍會 全中部

 近持 　日向子 新極真三重北 全中部

 神野　愛巴 中山道場 全中部

野口 亜莉愛 JKK聖拳武館 全中部

 鵜飼　 心 慧昇會 全中部

 田代　 詩織 祐心会尾張旭 全中部

井筒　幸希 拳栄会館 統一全日本

髙着　麗海 誠武塾 統一全日本

友田　萌々羽 統心會 統一全日本

石井　萌咲 義信會 統一全日本

小3女子

小4女子
（体重未定）



竹中 希羽 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

都築 　梨那 世界闘英館空手道 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

成田　笑瑠 正道会館　新心館 中部地区選抜

下野　いろは 清凛館 中部地区選抜

吉崎　愛里 学心会 中部地区選抜

川添　心琴 一心学舎 中部地区選抜

久保原　希子 武神　佐藤道場 中部地区選抜

鰐部　瑛南 空身館 中部地区選抜

駒田　好奏 松武館高野尾支部 中部地区選抜

影山　小桃 桜塾 中部地区選抜

小岩井　咲音 桜琳塾 関東地区選抜

齋藤　愛佳 北斗會ふじみ野支部 関東地区選抜

義岡　彩葉 桜琳塾 関東地区選抜

小林　愛奈 北斗會ふじみ野支部 関東地区選抜

木下　真珠華 聖心會 かがやき杯

吉田　楓華 桜塾 かがやき杯

香城　采花 極真浜井石川 かがやき杯

三浦　如奈 誠真会館ひばりが丘 かがやき杯

鹿肝　碧依 極真浜井石川 かがやき杯

森　七海 祐心会 かがやき杯

間野　杏里 極真浜井石川 かがやき杯

安田　稜椛 闘龍會 かがやき杯

舛田　愛菜 一進会 九州地区選抜

横田　絆生 一進会 九州地区選抜

遊佐　愛莉 松島空手道場 東北地区選抜

長瀬　楓歩 至真会館 東北地区選抜

仲摩　玲那 新格闘技柔空手　新誠會 最強決定戦

杉島　夏帆 空會館 最強決定戦

楠田　美鈴 極真会館兼田道場 最強決定戦

稲垣　ゆの 一光会館 最強決定戦

玉置　桧菜 昇心塾　本部 最強決定戦

太田　琴音 学心会 最強決定戦

西村　美羽 北斗会館浅科道場 甲信越地区選抜

小板橋　天音 山崎塾 甲信越地区選抜

北口　楓 谷岡道場 フルチャレ北海道

坂井　望桜 極限館 フルチャレ北海道

矢川　美空 勲心會 北陸地区選抜

岩本　杏 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 平井　 來々亜 MAC奈良中和 全中部

市原　虹衣那 神谷塾 全中部

水岡　 緒花 極真浜井石川 全中部

髙着　心海 誠武塾 統一全日本

柿原　芽衣奈 圏彗會 統一全日本

丸山　陽菜 拳聖塾 統一全日本

竹下　凛 真正会・熊本支部 統一全日本

小5女子
（軽重未定）



福島 古都 義和流拳法 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

中山 星來 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

伊藤　圭音 桜塾 中部地区選抜

林　結乃 空會館 中部地区選抜

コルニエンコ仁香 祐心会尾張旭 中部地区選抜

酒井　星來 桜塾 中部地区選抜

田島　里紗 桜塾 中部地区選抜

八田　凪々香 桜塾 中部地区選抜

田口　柚衣 波導館総本部 中部地区選抜

後田　梅里 桜塾 中部地区選抜

佐々木　望花 佐々木道場本部 関東地区選抜

柳川　志帆 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

熊谷　凜 光誠会 関東地区選抜

市森　美澄 北斗會ふじみ野支部 関東地区選抜

中島　初椛 空會館 かがやき杯

瀬戸口　紗愛 立志会 かがやき杯

大門　夏輝 光武会館 かがやき杯

本田　咲蘭 極真浜井石川 かがやき杯

金曽　梨子 極真浜井石川 かがやき杯

治居　李純 桜塾 かがやき杯

池田　聖桜 波導館 かがやき杯

髙見　唯杏 七州会 かがやき杯

櫻木　あかり 勇征会 九州地区選抜

宮崎　　心 誠拳道会館 九州地区選抜

外川　よつば 七海会 東北地区選抜

代　靖睿 桜塾 最強決定戦

髙野　花菜子 中山道場 最強決定戦

高見　芽生 至道会館 最強決定戦

若林　藍 桜塾 最強決定戦

森田　千穂 金森道場 最強決定戦

藤田　星莉 桜塾 最強決定戦

鶴巻　こはね 理心館 甲信越地区選抜

石川　蓮己 修武會 フルチャレ北海道

髙橋　聖那 葵塾 フルチャレ北海道

橋本　湊 総極真高橋道場札幌 フルチャレ北海道

梅本　歩春 護心会 フルチャレ北海道

徳田　彩羽 武奨館吉村道場 北陸地区選抜

谷内坂　凛 極真会館浜井派石川県支部 北陸地区選抜

 中村　 吏杏 新誠會 全中部

 栗原　里桜 正伝流中村 全中部

治居　杏純 桜塾 統一全日本

塚田　彩音 桜神會館 統一全日本

長木　結愛 真正会・熊本支部 統一全日本

壽崎　瑚々 桜神會館 統一全日本

小6女子
（軽重未定）



権出 　小春 聖心會 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

仁田水　 咲良 誠真会館ひばりヶ丘道場 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

大澤　柚月 神谷塾 中部地区選抜

飯尾　怜奈 闘龍會　本部 中部地区選抜

松元　みそら 闘龍會　本部 中部地区選抜

山下　美音 輪道会 中部地区選抜

井口　結月 久保田道場 中部地区選抜

玉木　陽 栄神会 中部地区選抜

林　芽衣奈 心想流和田道場 中部地区選抜

鰐部　比奈子 空身館 中部地区選抜

鈴木　芽衣 武心塾ｶﾗﾃ 関東地区選抜

古林　華 空手道MAC本部道場 関東地区選抜

松田　留禾 極真会館　橋本道場 関東地区選抜

義岡　潤葉 桜琳塾 関東地区選抜

守田　妃吹 極真浜井石川 かがやき杯

後藤　かれん 武奨館吉村道場 かがやき杯

國分　暖和 北晋寺西道場 かがやき杯

久木　花夏 真道塾 かがやき杯

小坂　鈴乃 正樹道場 かがやき杯

宮﨑　なつめ 武奨館吉村道場 かがやき杯

吹屋　咲妃 川田道場 かがやき杯

数見　紗希 修慧会 四国地区選抜

岩佐　梨来 誠武塾 九州地区選抜

河内　美空 秋岡塾 九州地区選抜

長瀬　虹歩 至真会館 東北地区選抜

大石　香歩 至真会館 東北地区選抜

綛谷　真彩 聖心會 最強決定戦

山本　乃愛 七州会 最強決定戦

酒井　星奈 桜塾 最強決定戦

森下　優花 聖流拳真会 最強決定戦

我那覇　優羽 七州会 最強決定戦

垣内　杏 世界全極真米山道場 最強決定戦

山田　かのん 白蓮会館八尾南 最強決定戦

野澤　充穂 波導館 最強決定戦

神谷　英李奈 山崎塾 甲信越地区選抜

南　千尋 理心館 甲信越地区選抜

阿部　りな 修武會 フルチャレ北海道

西村　七海 七海会 フルチャレ北海道

中村　結愛 川田道場 北陸地区選抜

伏見　優花 眞琉會 北陸地区選抜

 澤村　 月華 波導館 全中部

 木澤　 羽奈 七州会 全中部

 大澤 　希乃佳 MAC中和 全中部

井上　優愛 誠武塾 統一全日本

小野　栞里 勇征会 統一全日本

景山　鈴音捺 勇征会 統一全日本

堀　こころ 義信會 統一全日本

中学1年
女子

（軽重未定）



田中 杏 我流空手道北斗會本部 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

吉田 利々菜 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

丸本　依央奈 桜塾 中部地区選抜

野嶋　紗 新誠會 中部地区選抜

渡邉　藍 桜塾 中部地区選抜

加藤　愛琉 森道場 中部地区選抜

勝連　未結菜 祐心会 中部地区選抜

中島　美優 学心会 中部地区選抜

有賀　咲乃 神谷塾 中部地区選抜

中世古　幸那 仁友会本部 中部地区選抜

奥村　幸美 心想流和田道場 中部地区選抜

野口　紗愛来 JKK聖拳武館 中部地区選抜

太田　琉渚 桜塾 中部地区選抜

松元　みちる 闘龍會　本部 中部地区選抜

林　美月 心想流和田道場 中部地区選抜

飯尾　ゆな 闘龍會　本部 中部地区選抜

吉岡　帆宙姫 我流空手道北斗會本部 関東地区選抜

本田　莉子 誠真会館ひばりヶ丘道場 関東地区選抜

長塚　唯 桜琳塾 関東地区選抜

久能　葵 我流空手道北斗會本部 関東地区選抜

福島　千代 極真拳武會さいたま浦和支部 関東地区選抜

髙野　芽衣子 空手道中山道場 関東地区選抜

片栁　美咲 極真会館坂本派栃木支部 関東地区選抜

三宅　愛瑠 極真浜井石川 かがやき杯

藤野　姫安 極真石川竹吉 かがやき杯

中村　碧葉 極真浜井石川 かがやき杯

藤澤　美綺 祐心会 かがやき杯

竹内　凜杏 武奨館吉村道場 かがやき杯

西川　瑠奏 閃捷塾 かがやき杯

五藤　吏希 森道場 かがやき杯

山口　愛華 森道場 かがやき杯

吉田　暖海 武奨館吉村道場 かがやき杯

井伊　真子 波導館 かがやき杯

福冨　莉子 祐心会尾張旭支部 かがやき杯

影山　夕夏 桜塾 かがやき杯

眞鍋　百絵 拳友会香川 四国地区選抜

西山　　楓 統心會 九州地区選抜

井上　葉奈 暁 九州地区選抜

宮﨑　理央 勇征会 九州地区選抜

荒井　美憂 至真会館 東北地区選抜

佐藤　美月 琢磨会 東北地区選抜

神田　桃香 聖心會 最強決定戦

林　心楽 桜塾 最強決定戦

鷲見　琉那 桜塾 最強決定戦

木下　舞桜 聖心會 最強決定戦

髙橋　苺愛 桜塾 最強決定戦

堀田　優月 世界全極真米山道場 最強決定戦

後山　悠空 勲心會 最強決定戦

河﨑　梨穏 真武會 最強決定戦

酒井　希羽 七州会 最強決定戦

廣嶋　美里愛 桜塾 最強決定戦

河﨑　梨穏 真武會 最強決定戦

三間　奏音 勇誠会井上道場 最強決定戦

石川　結己 修武會 フルチャレ北海道

小野寺　朱雀奈 水滸會 無限塾 札幌 フルチャレ北海道

上野　来実 真結氣 フルチャレ北海道

佐藤　花音 闘心會 フルチャレ北海道

鳴海　愛真 極限館 フルチャレ北海道

葛西　愛音 雅 フルチャレ北海道

上浜　紗菜 武奨館吉村道場 北陸地区選抜

堀田　みず希 千山道場 北陸地区選抜

中学2～3年
女子

（軽重未定）



 金子 愛美 拳聖塾 全中部

 笹山 　春香 JKK 全中部

 西山 　空那 空會館 全中部

 今別府　 恋音 七州会 全中部

来島 心華 慧昇會 全中部

民田 優芽 遂心塾 全中部

奥津　琴音 勇征会 統一全日本

古川　　舞 白蓮会館・唐津支部 統一全日本

北野　　瑞 格闘塾 統一全日本

古小路　瑠華 一道会 統一全日本

古賀　愛理 誠拳道会館 統一全日本

西村　舞桜 空神會 統一全日本

中学2～3年
女子

（軽重未定）



岩永 唯伽 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

岩口 紗藍 清凛館 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

水谷 　藍 久保田道場 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

上田 　愛琉 桜塾 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

コルニエンコ夢乃奈 祐心会尾張旭 中部地区選抜

西田　玲那 光武会館 中部地区選抜

髙尾　綺星 桜塾 中部地区選抜

奧村　沙來 祐心会尾張旭 中部地区選抜

代　源 桜塾 中部地区選抜

平原　奏 遂心塾 中部地区選抜

久野　莉豆 閃捷塾 中部地区選抜

太田　万結 祐心会 中部地区選抜

小山田　陽奈 祐心会 中部地区選抜

徳丸　寧々 一心学舎 中部地区選抜

三ヶ島　小夏 空手道無限勇進会 関東地区選抜

鈴木　蒼菜 空手道鈴木塾 関東地区選抜

松本　結愛 フルコンタクトカラテスクール 関東地区選抜

田中　絵麻 我流空手道北斗會本部 関東地区選抜

藤井　彩心 空手道中山道場 関東地区選抜

佐藤　愛夏 心温塾 関東地区選抜

松田　理央 極真会館　橋本道場 関東地区選抜

諏訪本　わかな 極真会館　釘嶋道場 関東地区選抜

石嶺　美 桜塾 かがやき杯

秦　愛穂 飛心会　 かがやき杯

指江　咲妃 正樹道場 かがやき杯

梅村　心菜 丈夫塾 かがやき杯

黒田 唯月 誠流塾 かがやき杯

由井　園海 北晋寺西道場 かがやき杯

岡　彩穂 眞琉會 かがやき杯

曽根勝　沙也香 流心館 四国地区選抜

本名　彩乃 七海会 東北地区選抜

芦野　瑞姫 至真会館 東北地区選抜

畑中　桔子 水滸會丈夫塾 最強決定戦

松野　紋加 聖流拳真会 最強決定戦

中園　ひより 国際空手道 拳聖塾 最強決定戦

小川　栞 新武道塾無心拳 最強決定戦

竹永　美渚 桜塾 最強決定戦

成田　薫実 七州会 最強決定戦

新村　心々夏 新格闘技柔空手　新誠會 最強決定戦

塩山　樹梨彩 空研塾西田道場 最強決定戦

馬本　真衣 北晋寺西道場 甲信越地区選抜

水野　優月 水滸會無限塾 フルチャレ北海道

越後　凜 水滸會丈夫塾 フルチャレ北海道

佐藤　夢玲 雅 フルチャレ北海道

立花　ひまり 優至会北海酒井道場 フルチャレ北海道

 来島 彩華 慧昇會 全中部

 石原 夏海華 カラテスクール 全中部

 佐野　 瑞祇 カラテスクール 全中部

田端　乙寧 志逞會 統一全日本

西山　亜希 桜神會館 統一全日本

澤　　遙佳 錬誠会 統一全日本

高校女子
（軽重未定）


