Kansai Full-Contact Challenge 2018

～第12回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会・選抜指定大会～

2018・7・8 大阪市中央体育館

大会結果
クラス

優勝

第３位

準優勝

幼児男子

吉田 類（桜塾）

吉田 善（桜塾）

足立 航颯（昇心塾）

田中 湊（秀武館）

小学1年男子

酒井 陽向（立志会）

濱 佑輝（桜塾）

祖父江 洋斗（清凛館）

津川 大（ノーティー）

小学2年男子

中西 啓太（闘英館）

村上 雄哉（聖心會）

石塚 雄陽（自然拳法）

正木 彩汰（久保田道場）

小学3年男子27kg未満

谷口 遼磨（聖心會）

小林 颯良（聖心會）

中村 碧斗（寛水流）

平林 新舵（七州会東海）

小学3年男子27kg以上

夏山 李空（拳実会）

祖父江 海斗（清凛館）

田村 莉久翔（男塾）

大谷 颯士（白蓮堺）

小学4年男子30kg未満

京口 総勝（聖心會）

伊藤 開（真誠塾）

奥山 瑠斗（仰拳塾）

辻 獅童（桜塾）

小学4年男子30kg以上

都築 莉玖（秀武館）

本杉 一颯（立志会）

柴田 大夢（義道会館）

ビートンオースティン
ジェームズ大史（極真浜井石川）

小学5年男子35kg未満

上地 一琉（久保田道場） 加藤 宥希（祐心会）

喜多 汰地（宮野道場）

酒井 暖（立志会）

小学5年男子35kg以上

佐川 龍希（勇誠会井上） 中西 亮太（闘英館）

川口 一護（澤崎道場）

﨑村 亮太（餅田道場）

小学6年男子40kg未満

渡辺 龍輝（士衛塾石川） 山川 慧大（真誠塾）

中村 陸（極真石川竹吉） 佐藤 葉（一光会館）

小学6年男子40kg以上

吉田 暖（寛水流）

松本 琉壱（空研塾西田） 屋敷 翔哉（聖武会館）

松田 彪雅(白蓮奈良学園前)

中学1年男子42kg未満

氏原 陸登（桜塾）

山本 羚真（勇気会）

加藤 令桜（波導館）

中学1年男子52kg未満

橋本 雷汰（寛水流）

河合 春陽（勇誠会井上） 村尾 彪龍（神谷塾）

中学1年男子52kg以上

有村 洸輝（飛心会）

橋本 楓汰（寛水流）

柴田 哲太（義道会館）

山川 晃司（夢想会館）

中学2～3年男子47kg未満 石川 笑心太（真誠塾）

三家 龍之介（桜塾）

森岡 壱起（寛水流）

田中 大翔（男塾）

中学2～3年男子57kg未満 奥村 爽史（武奨館吉村）

眞鍋 貫太朗（至道会館） 日髙 廉（寛水流）

村田健悟（真正会全真会館）

中学2～3年男子57kg以上 畠中 大河（金森道場）

小寺 啓（餅田道場）

堺谷 匠（一光会館）

竹内 悠敦（竹内道場）

高校男子60kg未満

笹裏 健士朗（聖武会館） 津村 怜音（真正会）

中嶋 謙信（空武會）

松本 拓（至道会館）

高校男子70kg未満

金尾 鷹（MAC奈良）

金森 悠成（金森道場）

賀久 泰嗣（闘龍會）

片岡 優太郎（寛水流）

高校男子70kg以上

松﨑 貫太（真武會）

西川 鼓太朗（寛水流）

山家 拓（祐心会）

藤原 隆也（聖武会館）

幼児女子

都築 梨那（秀武館）

林 なな実（極真浜井石川） 高橋 瑠衣（流心館）

麻野 凛（聖心會）

小学1年女子

中島 愛香（闘龍會）

鈴木 颯華（闘英館）

大門 夏輝（光武会館）

中村 吏杏（新誠會）

小学2年女子

松本 姫芽（桜塾）

大澤 柚月（神谷塾）

松上 美凪（烈士塾）

宮﨑 なつめ（武奨館吉村）

小学3年女子

村田 こはる（成心會）

野嶋 紗（新誠會）

柴生 諒（飛心会）

加藤 愛琉（波導館）

小学4年女子30kg未満

酒井 希羽（佐藤道場）

西山 空那（空會館）

小倉 未夢（聖武会館）

神田 桃香（聖心會）

小学4年女子30kg以上

原 百花（祐心会）

赤川 心暖（七州会広田） 百田 万穂（拳武会館）

岡田 蒼空（養心会）

小学5年女子35kg未満

水谷 藍（久保田道場）

秦 愛穂（飛心会）

中森 麻乃（光武会館）

小坂 蓮乃（正樹道場）

小学5年女子35kg以上

曽根勝 沙也香（流心館） 岩口 紗藍（清凛館）

河合 快梅（金森道場）

有村 理菜（飛心会）

小学6年女子40kg未満

清水 由埜（桜塾）

安藤 杏華（飛心会）

奥野 久良々（光武会館） 平山 寧々（ノーティー）

小学6年女子40kg以上

岩口 花凛（清凛館）

宮崎 沙菜（餅田道場）

山下 夢愛（一光会館）

中学1年女子43kg未満

相原 くるみ（波導館）

溝上 華（白蓮堺）

平原 奏（極真浜井愛知石川） 山口 ちまき（戦士會）

中学1年女子43kg以上

赤星 日彩（真誠塾）

山内 倭桜（白蓮大阪北） 小野 紫菜（武煌会館）

川口 大地（真門塾）

伊藤 聖菜（拳王道）

中津 星桜（寛水流）

中学2～3年女子43kg未満 筒井 ふたば（武奨館吉村） 藤川 怜弓（光武会館）

加藤 雅琴（寛水流）

竹中 優希菜（養心会）

中学2～3年女子50kg未満 小笠原 ゆい（聖心會）

内田 優日（飛心会）

小寺 もとこ（餅田道場）

葛原 美紗希（真武會）

中学2～3年女子50kg以上 渡辺 心春（武奨館吉村）

木村 一千花（飛心会）

土屋 阿海（寛水流）

高校女子55kg未満

中北 凜（光武会館）

大石 菜緒（寛水流）

高校女子55kg以上

岡﨑 絹果（聖武会館）

田中 水彩（拳聖塾）

平原 澪（極真浜井愛知石川） 小寺 里美（餅田道場）

