第３回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会、個人戦結果
優勝

準優勝

第３位

第３位

福島 凛 （大分）

伊藤 桜空 （岩手）

中川 由菜 （石川）

金海 りよ （愛知）

小学１年女子

向井菜々美 （大阪）

久保田優海 （岐阜）

児玉 亜瑞 （大阪）

丸野 美優 （奈良）

小学２年女子

木村 萌那 （岐阜）

高橋 瑞稀 （東京） 鈴木 里菜 （神奈川）

小学３年女子

樋口 梨乃 （東京）

山野 夢叶 （香川）

本間 紫月 （東京）

石野 まこと （京都）

小学４年女子

神谷 優良 （岐阜）

金田 望来 （新潟）

林 玲奈 （岐阜）

久原 沙姫 （福岡）

小学５年女子

山口 礼奈 （埼玉）

秋山 唯 （東京）

藤原 佑菜 （大阪）

大石 麻帆 （静岡）

小学６年女子

山野 愛海 （香川）

糸谷 文菜 （愛知）

三浦 真希 （新潟）

中木 由香 （東京）

幼児男子

山之内佑成 （愛知）

宮澤 楓芽 （埼玉）

星野 力也 （東京）

成海 魁人 （新潟）

小学１年男子

大野 毅人 （北海道）

友長 仁 （大阪）

中村 愛煕 （愛知）

嶋津 和希 （滋賀）

小学２年男子

榮 龍生 （大阪）

小学３年男子

陶山 濫 （熊本）

小学４年男子

奥田 啓斗 （大阪）

小学５年男子40kg未満

小原 瑞生 （静岡） 久保田 波輝 （愛知） 小林 大輝 （岐阜） 後藤 優太 （神奈川）

小学５年男子40kg以上

有川 尚斗 （静岡） 斎藤 誠晃 （神奈川）

小学６年男子40kg未満

村田 良 （北海道）

小学６年男子40kg以上

太田 創 （神奈川）

中学女子45kg未満

南 久美子 （新潟） 和田まどか （神奈川） 石原 優香 （大阪）

幼児女子

中学女子55kg未満

成田 麗 （愛知）

生方崇太郎 （北海道） 滝澤 陸弥 （新潟） 多良間 大志 （埼玉）
東 彪雅 （大阪）

丸山 周真 （新潟） 高倉 琉斗 （北海道）

村上 優真 （愛知） 早川 天崇 （北海道） 古張 裕賀 （東京）

泉 魁斗 （石川）

阪口 悠介 （大阪）

森 元貴 （神奈川）

寸田 将也 （岐阜）

坪井 優斗 （茨城）

猪股 嵩海 （新潟）

二羽 駆 （岐阜）

村上 友志 （埼玉）

大野絵美菜 （神奈川） 田中愛咲美 （兵庫）

立迫 愛 （愛知）

雨宮 未沙 （山梨）

山﨑 友梨 （埼玉）

中学女子55kg以上

荒木 千咲 （大阪）

八重元沙江 （宮崎）

雨宮 咲輝 （山梨）

齋藤 眞生 （新潟）

中学男子45kg未満

小浦 翼 （神奈川）

猿子 和貴 （新潟）

酒井 竜弥 （滋賀）

山田伊寿実 （岐阜）

中学男子55kg未満

山嵜 智世 （埼玉） 鈴木 孝太 （神奈川） 髙木 貴一 （東京） 竹内 皇貴 （神奈川）

中学男子65kg未満

井上 亮太 （大阪）

中学男子65kg以上
高校女子48kg未満
高校女子55kg未満

石野 渉生 （大阪）

上田 幹雄 （神奈川） 大石 昌輝 （埼玉）
京口 真琴 （大阪）

生神 拓也 （新潟） 水出 開人 （神奈川）
大山紘之介 （新潟）

菊川 恵里 （東京） 山田 彩夏 （神奈川）

須藤 里沙 （神奈川） 秋田 萌希 （神奈川）

岡田 圭人 （愛知）
－

吉村 佳 （大阪）

坂本 直 （北海道）

高校女子55kg以上

中島ひかる （千葉）

小野寺希和 （山梨）

上野 萌子 （静岡）

細川 優 （北海道）

高校男子60kg未満

平山 一成 （東京）

久保 孝太 （東京）

今川 史渉 （石川）

藤永 潤樹 （福井）

高校男子70kg未満

森井 勁太 （愛知）

塚田龍太郎 （大阪）

武田 直樹 （新潟） 鈴木 勇人 （神奈川）

高校男子70kg以上

細川 翔 （北海道） 近藤 大河 （北海道） 大山竜之介 （新潟）

大場 翔太 （東京）

第３回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会、団体戦結果
優勝
準優勝
美龍会
悪魔姫
小学生 女子 （中村多恵 尾﨑日菜 金田望来 熊倉 （浅井日葉利 大塚湖々呂 山田愛
みゅう 更科桃子）

小学生 男子
中学生女子
中学生男子
高校生女子
高校生男子

小学生 女子
小学生 男子

SAKURA侍

昇龍SAKURA

（小林昇暉 浅井寛武 辻智哉 小林大 （木村萌那 和田晃輝 尾原武人 宮崎
輝 二羽駆）
皓紀 寸田将也）

MAC LOVELINESS

西山道場中学少女隊

（川内知夏 和田まどか 大野絵実菜） （小牧美櫻 勝又日奈子 奥田明澄花）

チーム越山
（猿子和貴 山田亮 生神拓也）

Signal TEAM
（山田伊寿実 尾原正人 川尻涼介）

西山道場高校少女隊
（小牧美櫻 勝又日奈子 奥田明澄花）

Soul of MAC
（久保孝太 鈴木勇人 小屋敷清継）

第３位
西山道場少女隊

極真坂本
（平山一成 奈良橋彪絋 大場翔太）

第３位

（浜田友里子 金谷香 上瀬千里 熊谷
亜美 菊川結衣）

毘沙門天

丈夫塾Ⅰ（ワン）

（滝澤陸弥 丸山周真 熊谷伊織 小島 （越善晴人 高倉琉斗 萩原煕 瀬戸綸
大我 猪股嵩海）
太郎 岡本蒼史）

中学生女子
中学生男子

TEAM くいだおれ
（山下祐成 西尾陸 米川龍之介）

高校生女子
高校生男子

川

尻絢未 大野菜月）

極真会館千葉田中道場
（伊場勇人 水野雄貴 河野和裕）

ROCK ON
（酒井竜弥 北川連 金丸和樹）

