関東地区代表選抜大会（第12回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会選抜地区予選）
2018/1/28 霞ヶ浦文化体育館（水郷体育館）

カテゴリー
幼児男子
小学1年男子
小学1年女子
小学2年男子
小学2年女子
小学3年男子29kg未満
小学3年男子29kg以上
小学3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32kg未満
小学4年女子32kg以上
小学5年男子37kg未満
小学5年男子37kg以上
小学5年女子37kg未満
小学5年女子37kg以上
小学6年男子43kg未満
小学6年男子43kg以上
小学6年女子43kg未満
小学6年女子43kg以上
中学1年男子 45㎏未満
中学1年男子 55ｋｇ未満
中学1年男子 55ｋｇ以上
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
中学1年女子 45㎏未満
中学1年女子 45kg以上
中学2～3年女45kg未満
中学2～3年女子52kｇ未満
中学2～3年女子52ｋｇ以上
高校男子 ６０㎏未満
高校男子 ７０㎏未満
高校男子 ７０㎏以上
高校女子 48㎏未満
高校女子 55㎏未満

優勝

松本 常

桜琳塾

春山 大空 フルコンタクトカラテスクール

準優勝

渡邉 蒼生 光誠会

第3位

波木井 春陽 白蓮会館湘南鎌倉支部

岩本 拓磨 極真拳武會さいたま中央支部

冨山 莉王 吉田塾

平川 大夢 空手道ＭＡＣ本部

山口 叶来也 フルコンタクトカラテスクール

大野 愛善 心温塾

木下 瑛介 優志館

花香 耀磨 極真会館木村道場

長谷川 凰星 空手道無限勇進会

内藤 茉凛 正伝流空手道中村道場

堀本 穂稀 心温塾

門馬 凛志 義和流拳法

三木 寛太 拳友会中山道場

上岡 遙人 極真会館坂本派栃木支部大平道場

細内 大翔 極真会館坂本派栃木支部大平道場

加藤 悠世 拳友会神栖支部

山本 貫太 金町道場

吹野 珠愛 KWF極真会館

松原 瑠香 芦原会館千葉大宮支部

村山 愛真 正伝流空手道中村道場

三ヶ島 なな 礼心会

片栁 美咲 極真会館坂本派栃木支部大平道場
桑原 右京 フルコンタクトカラテスクール
谷口 一哉 義和流拳法
長谷川 桃子 極真拳武會さいたま中央支部

冨山 未来斗 吉田塾
大鹿 烈毅 大鹿道場

岡庭 咲

ビクトリーカラテスクール

和田 凜太郎 極真拳武會さいたま中央支部

木村 壮志 武立会館
波木井 陽夏 白蓮会館湘南鎌倉支部

本田 夏

吉田塾

山下 琥太郎 吉田塾

辻 浩優

芦原会館千葉大宮支部

野見山 嘉瞳 白蓮会館湘南鎌倉支部

岩崎 純菜 極真会館坂本派栃木支部大平道場

齋藤 絆菜 飛馬道場

齋藤 耀歩 飛馬道場

清水 碧韻 桜琳塾

大木 千聖 拳友会中山道場

内藤 脩斗 正伝流空手道中村道場

杉本 一陽 フルコンタクトカラテスクール

平林 堅心 武立会館

大場 孔揮 空手道無限勇進会

秋葉 蓮太 柔真流空手塾同志会

小松 優希 龍拳會青葉台支部

木村 優香 極真拳武會さいたま中央支部

佐藤 愛夏 心温塾
門馬 澄斗 義和流拳法

松田 理央 埼玉県橋本道場

鵜沢 向日葵 空手道無限勇進会

野崎 凛太 極真会館木村道場

浜田 次郎 芦原会館西山道場

山本 伶勇 武立会館

須藤 泰冴

清水 怜央

尾場 晴太 空手道ＭＡＣ本部

秦 涼介

光誠会

金岡 陽大 吉田塾

紅谷 凱

極真拳武會さいたま中央支部

正伝流空手道中村道場

福田 凜愛 武立会館

白蓮会館湘南鎌倉支部

相川 実黎 極真拳武會さいたま中央支部

秋葉 花音 拳友会神栖支部
平川 翔大 空手道ＭＡＣ本部

大鹿 統毅 大鹿道場

松原 樹

芦原会館千葉大宮支部

熱海 颯音 芦原会館千葉大宮支部

熱田 拓

KWF極真会館

神藏 聖徒 武立会館

増田 流星 拳友会国際総本部
岩尾 鉄

武立会館

原 駿

空手道MAC 西袋道場

有延 流星 新極真会 木元道場

細矢 秀太 フルコンタクトカラテスクール

小林 良輔 フルコンタクトカラテスクール

吉田 優輝 吉田塾

渡辺 美月 空手道相模原鈴木道場

石綿 千乃 柔真流空手塾同志会
三ヶ島 玲奈 礼心会
春山 華

フルコンタクトカラテスクール

安徳 花織里 正伝流空手道中村道場

本田 志帆 吉田塾

上野 耀子

山畑 龍人 拳友会中山道場

福田 汐音 空手道MAC 西袋道場

極真会館坂本派 栃木中央支部 真岡道場

吉岡 夕馬 武立会館
足立 大地 KWF極真会館
吉岡 つぐみ 武立会館
浜田 友里子 芦原会館西山道場

宮之原 純伶 新極真会 木元道場

