2017年7月17日（祝月）武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2017 in 日本ガイシホール
【JKJO選抜クラス

男子】

優勝

準優勝

JKJO選抜クラス大会結果
三位

三位

幼児男子の部

酒井 陽向(立志会)

津川 大(ノーティー)

池田 心羽(極真浜井中島)

鷲見 琉斗(桜塾)

小学1年男子の部

村上 雄哉(聖心會)

山口 叶来也(ﾌﾙｺﾝｶﾗﾃ)

小崎 太雅(真誠塾)

廣木 陽(自然拳法)

ベスト8／野々垣 駿真(祐心会)、坂間 陽桐(無限勇進会)、吉田 橘平(峰武塾)、石塚 雄陽(自然拳法)
小学2年男子の部

小島 澪(桜塾)

池田 虎羽(極真浜井中島)

夏目 玲皇(桜塾)

吹上 優天(光山会)

ベスト8／夏山 李空(拳実会)、大鹿 倫毅(大鹿道場)、冨田 魁夢(成心會冨田)、濱 航希(桜塾)
小学3年男子27kg未満の部

和田 凜太郎(極真拳武會)

正木 翔夢(七州海東海)

石原 翔(桜塾)

辻 獅童(桜塾)

小学3年男子27kg以上の部

草竹 哲生(真誠會館泉南)

亀山 太司(ノーティー)

青木 悠隼(極真拳武會)

鈴木 陽太(桜塾)

ベスト8／都築 莉玖(秀武館)、藤田 琉樺(LA GYM)、劉 思成(立志会)、本杉 一颯(立志会)
小学4年男子30kg未満の部

日比 琉聖(桜塾)

渡邉 大徳(聖武会館)

大西 泰地(光武会館)

北村 蓮斗(立志会)

ベスト8／畠中 悠翔(桜塾)、棚澤 大空(宮野道場)、袴田 乙樹(波導館)、桑原 右京(ﾌﾙｺﾝｶﾗﾃ)
小学4年男子30kg以上の部

佐川 龍希(勇誠会井上)

中西 亮太(闘英館)

松田 流誠(桜塾)

藤田 琥也(桜塾)

ベスト8／大鹿 烈毅(大鹿道場)、小寺 隆惺(戦士會)、山内 竜徳(闘英館)、宮岸 鷹輝(聖武会館)
小学5年男子35kg未満の部

岡田 凌平(桜塾)

山川 慧大(真誠塾)

佐竹 爽楽(真誠塾)

渡辺 龍輝(士衛塾石川)

ベスト8／水本 龍人(圏彗會)、鴫野 駿(誠流塾)、打田 武生(闘龍會)、村上 大仁(桜神會館)
ベスト16／西 晟真(七州会東海)、松本 晃太郎(桜塾)、本山 輝人(聖武会館)、川瀬 翔(桜塾)
中村 亮介(桜塾)、川添 倖汰(誠拳會館)、野津 和希(桜塾)、中村 陸(正樹道場)
小学5年男子35kg以上の部

小川 惺也(仰拳塾)

田中 杜和(祐心会)

今別府 幸音(七州会上挙母)

神田 恭吾(士衛塾石川)

ベスト8／長浦 蓮太(政浦道場)、林 諒芽(桜塾)、池田 龍羽(極真浜井中島)、朝倉 裕次郎(飛心会)
小学6年男子40kg未満の部

中山 絢介(桜塾)

土田 翔生(自然拳法)

山舗 陸斗(無心拳)

小此内 捺芽(極真浜井笠舞)

ベスト8／加藤 令桜(波導館)、岡島 匠汰(聖心會)、村尾 彪龍(神谷塾)、田中 梗介(無心拳)
ベスト16／藤原 司(勇誠会井上)、田島 誠章(士衛塾石川)、平井 大己(桜塾)、金田 大輝(聖武会館)
藤本 恭輔(飛心会)、野村 勇人(極真拳武會さいたま)、大久農 竣(一光会館)、氏原 陸登(桜塾)
小学6年男子40kg以上の部

野田 勇気(仰拳塾)

有村 洸輝(飛心会)

安居 怜生(飛心会)

小島 覇央(桜神會館)

ベスト8／橋本 雷汰(寛水流竜成会)、西川 幸輝(寛水流成道會)、橋本 楓汰(寛水流竜成会)、坂井 翔大(桜塾)
中学生男子45kg未満の部

安井 颯一(桜塾)

市來 葵士(桜塾)

岩永 勝亮(桜塾)

村田 健悟(真正会全真)

ベスト8／秋山 蓮(拳友会中山)、宮川 陽向(桜塾)、森岡 翔(桜塾)、斉藤 優祐(桜塾)
中学生男子55kg未満の部

竹尾 颯天(桜塾)

松下 廉(桜塾)

甲斐 遼太郎(佐藤道場)

欲賀 晟吾(桜塾)

ベスト8／高橋 大空(桜塾)、風早 永遠(聖心會)、岩多 陽勇(真正会全真)、野津 鷹也(桜塾)
中学生男子65kg未満の部

金森 悠成(金森道場)

水谷 翔(久保田道場)

笹裏 健士朗(聖武会館)

伊藤 謙伸(桜塾)

中学生男子65kg以上の部

早川 羅偉(桜塾)

西川 鼓太朗(寛水流松阪)

森田 茂明(桜塾)

橋本 悠紀(拳友会中山)

高校生男子60kg未満の部

吉岡 魁羅(閃捷塾)

伴野 由直(七州会富木島)

宗片 博太郎(丈夫塾)

高倉 琉斗(丈夫塾)

高校生男子70kg未満の部

入田 塁(柔拳)

神谷 定(神谷塾)

山下 駿(男塾)

小川 樹(昇気館)

高校生男子70kg以上の部

岡本 京介(神谷塾)

三宅 貴弥(武煌会館)

辻野 龍聖(佐藤道場)

吉田 将史(誠拳會館)

【JKJO選抜クラス

女子】

優勝

準優勝

三位

三位

幼児女子の部

若林 藍(桜塾)

中島 初桃(空會館)

瀬戸口 紗愛(立志会)

林 結乃(空會館)

小学1年女子の部

守田 妃吹(極真浜井中島)

小坂 鈴乃(正樹道場)

鈴木 萌唯(桜塾)

西野 桜(聖心會)

小学2年女子の部

門谷 美紗乃(桜塾)

加藤 愛琉(波導館)

夏目 玲菜(桜塾)

柴生 諒(飛心会)

小学3年女子の部

酒井 希羽(佐藤道場)

堀田 みず希(千山道場)

小池 咲代(空會館)

小倉 未夢(聖武会館)

小学4年女子30kg未満の部

岩永 唯伽(桜塾)

水谷 藍(久保田道場)

秦 愛穂(飛心会)

島田 彩雅(波導館)

小学4年女子30kg以上の部

曽根勝 沙也香(流心館)

横田 舞花(闘英館)

岩口 紗藍(清凛館)

野田 華江(極真拳武會)

小学5年女子35kg未満の部

水上 莉愛(極真浜井中島)

清水 由埜(桜塾)

安藤 杏華(飛心会)

小野 愛莉(飛心会)

ベスト8／藤田 優里(飛心会)、太田 万結(祐心会)、吉田 乃ノ華(桜塾)、魚江 蘭(極真浜井野々市)
小学5年女子35kg以上の部

成田 薫実(七州会東海)

壽崎 羽純(桜神會館)

平井 万寛(仰拳塾)

岩口 花凛(清凛館)

小学6年女子40kg未満の部

上田 愛琉(桜塾)

正木 心春(久保田道場)

相原 くるみ(波導館)

森重 ひより(闘英館)

小学6年女子40kg以上の部

赤星 日彩(真誠塾)

山崎 彩加(波導館)

後藤 心菜(飛心会)

長澤 希空(森道場)

中学生女子45kg未満の部

酒井 琉翔(桜塾)

寺崎 裕遊(士衛塾石川)

中島 遥(桜塾)

新田 小粋(極真浜井笠舞)

ベスト8／久野 妃美香(閃捷塾)、種村 来美(仰拳塾)、小笠原 ゆい(聖心會)、長野 夏美(空心塾)
中学生女子55kg未満の部

岡田 葵(桜塾)

藤田 咲嬉(飛心会)

山崎 星蘭(桜塾)

平井 千暉(仰拳塾)

中学生女子55kg以上の部

児玉 亜瑞(志友会館)

小林 由依菜(桜塾)

土屋 阿海(寛水流天心会)

岡崎 絹果(聖武会館)

高校生女子50kg未満の部

成田 麗(七州会上挙母)

山田 愛(桜塾)

和田 靜里奈(飛心会)

秋山 凛(拳友会中山)

高校生女子57kg未満の部

富野 真麻(飛心会)

石野 まこと(石野道場)

杉本 里帆(誠拳會館)

尾田 優紀奈(丈夫塾)

高校生女子57kg以上の部

宮崎 美月(桜塾)

山下 渚(男塾)

林 怜央菜(士衛塾石川)

脇上 さくら(寛水流成道会)

