2019年6月22日（土）・23日（日）武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2019
【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

鷲見 琉颯(桜塾)

山崎 創太(昇心塾)

奥村 真大(武奨館吉村)

井上 豪(光誠会)

小学1年男子の部

中岸 愛琉斗(内田塾)

中村 新汰(圏彗會)

永嶋 丞(圏彗會)

鳴海 咲太(桜塾)

小学2年男子の部

鷲見 琉斗(桜塾)

酒井 陽向(立志会)

祖父江 洋斗(清凛館)

長友 友朗(丈夫塾)

小学3年男子27kg未満の部

竹内 虎和(自然拳法)

奥村 勇仁(士衛塾石川)

伊藤 大希(桜塾)

村上 雄哉(聖心會)

小学3年男子27kg以上の部

角 颯人(遂心塾)

小崎 太雅(真誠塾)

柳田 凌央(桜塾)

中西 啓太(闘英館)

小学4年男子30kg未満の部

平林 新舵(七州会東海)

菅原 一惺(七州会乙部ヶ丘) 大曽根 愛斗(極真浜井愛知) 夏目 玲皇(桜塾)

ベスト8／田中 智士(桜塾)、冨田 魁夢(成心會)、小林 城生(昇心塾)、金児 直矢(仰拳塾)
小学4年男子30kg以上の部

祖父江 海斗(清凛館)

吹上 優天(光山会)

田村 莉久翔(男塾)

小島 澪(桜塾)

ベスト8／大鹿 倫毅(大鹿道場)、日比野 蓮(極真浜井愛知)、足立 航太郎（昇心塾）、小野 颯介（極真拳武会）
小学5年男子35kg未満の部

和田 凛太郎(極真拳武会)

正木 翔夢(七州会東海)

京口 総勝(聖心會)

桐原 歩夢(秀武館)

ベスト8／高村 子浩(無限勇進会)、大野 朔多郎(武奨館吉村)、石黒 翔士(七州会広田)、門馬 凛志(極真拳武会)
小学5年男子35kg以上の部

浦山 竜精(武奨館吉村)

辻西 由登(全真会館阿倍野) 草竹 哲生(真誠會館泉南)

本杉 一颯(立志会)

ベスト8／都築 莉玖(秀武館)、田中 蒼真(桜塾)、丸茂 雄太(七州会東海)、吉井 類(桜塾)
小学6年男子40kg未満の部

斉藤 俊介(桜塾)

大鹿 烈毅(大鹿道場)

中西 優(祐心会)

加藤 宥希(祐心会)

ベスト8／川口 一護(澤崎道場)、上地 一琉(久保田道場)、利根川 世道(武奨館吉村)、大田 一ノ輔（久保田道場）
小学6年男子40kg以上の部

松田 流誠(桜塾)

山本 雄大(佐藤道場)

山内 竜徳(闘英館)

日原 愛弥(武煌会館)

中学1年男子42kg未満の部

八田 銀琉(桜塾)

渡辺 龍輝(士衛塾石川)

野崎 祐生(七州会広田)

中村 亮介(桜塾)

中学1年男子52kg未満の部

山川 慧大(真誠塾)

柳井 星七(空身館)

岡田 凌平(桜塾)

千賀 理一朗(桜塾)

中学1年男子52kg以上の部

吉田 暖海(寛水流多気)

今別府 幸音(七州会上挙母) 長浦 蓮太(政浦道場)

三浦 颯太(闘英館)

中学2.3年男子47kg未満の部 三家 龍之介(桜塾)

濱 太樹(桜塾)

氏原 陸登(桜塾)

土田 翔生(武奨館吉村)

中学2.3年男子57kg未満の部 岩永 勝亮(桜塾)

橋本 楓汰(寛水流竜成会)

西田 雄登(光武会館)

野嶋 琉生(新誠會)

中学2.3年男子57kg以上の部 竹内 悠敦(竹内道場)

有村 洸輝(飛心会)

須藤 泰冴(正伝流中村)

林 徳斗(聖心會)

高校生男子60kg未満の部

村田 健悟(全真会館阿倍野) 市來 葵士(桜塾)

河合 志英(桜塾)

秋山 蓮(拳友会中山)

高校生男子70kg未満の部

金森 悠成(金森道場)

葛西 大我(丈夫塾)

高橋 大空(桜塾)

平山 有真(空武會)

高校生男子70kg以上の部

花岡 拓海(正伝流中村)

橋本 悠紀(拳友会中山)

福井 啓太(武奨館吉村)

鈴木 諒(神谷塾)

【JKJO選抜クラス 女子】

優勝

準優勝

三位

三位

幼児女子の部

冨田 華帆(桜塾)

兵庫 歩香(金森道場)

椿山 麗(義道会館)

中島 妃音(空會館)

小学1年女子の部

鰐部 瑛南(空身館)

都築 梨那(秀武館)

柿原 芽衣奈(圏彗會)

福田 陽菜(桜塾)

小学2年女子の部

若林 藍(桜塾)

吉田谷 蘭(空身館)

中島 愛香(闘龍會)

中島 初桃(空會館)

小学3年女子の部

平野 海光(空身館)

鰐部 比奈子(空身館)

井口 結月(久保田道場)

小坂 鈴乃(正樹道場)

小学4年女子30kg未満の部

夏目 玲菜(桜塾)

渡邊 藍(桜塾)

石川 結己(拳心会館)

丸本 衣央奈(桜塾)

小学4年女子30kg以上の部

吉田 利々菜(桜塾)

服部 吏愛姫(佐藤道場)

中島 悠香(闘龍會)

廣嶋 美里愛(桜塾)

小学5年女子35kg未満の部

酒井 希羽(七州会上挙母)

神田 桃香(聖心會)

西山 空那(空會館)

原 百花(祐心会)

小学5年女子35kg以上の部

熊野 桜花(男塾)

小池 咲代(空會館)

岡田 蒼空(桜塾)

角田 璃子(拳友会本部)

小学6年女子40kg未満の部

指江 咲妃(正樹道場)

加木 美咲(極真拳武会)

島田 彩雅(波導館)

岩永 唯伽(桜塾)

小学6年女子40kg以上の部

竹永 美緒(桜塾)

岩口 紗藍(清凛館)

曽根勝 沙也香(流心館)

齋藤 絆菜(飛馬道場)

中学1年女子43kg未満の部

木村 優香(極真拳武会)

松尾 茄南(正伝流中村)

井上 陽乙菜(成拳塾)

平山 寧々(ノーティー)

中学1年女子43kg以上の部

成田 薫実(七州会東海)

岩口 花凛(清凛館)

小林 麗美華(士衛塾)

平井 万寛(仰拳塾)

中学2.3年女子43kg未満の部 相川 実黎(極真拳武会)

筒井 ふたば(武奨館吉村)

山瀬 茉緒(極真浜井石川)

粥川 愛菜(桜塾)

中学2.3年女子50kg未満の部 新田 小粋(極真浜井石川)

上田 愛琉(桜塾)

高橋 凛(聖流拳真会)

小笠原 ゆい（聖心會）

中学2.3年女子50kg以上の部 渡辺 小春(武奨館吉村)

石綿 千乃(礼心會)

田中 あかり(聖心會)

赤星 日彩(真誠塾)

高校生女子48kg未満の部

酒井 琉翔(桜塾)

山田 ゆめ(空武會)

高校生女子55kg未満の部

和田 靜里奈(飛心会)

寺崎 裕遊(士衛塾石川)

桂 亜衣(清凛館)

渡邉 栞(丈夫塾)

高校生女子55kg以上の部

赤星 陽愛(全真会館阿倍野) 藤田 咲嬉(飛心会)

小林 麗於菜(士衛塾)

金丸 優奈(士衛塾山梨)

