Kansai Full-Contact Challenge 2019

～第13回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会・選抜指定大会～

2019・7・15 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

佐藤 太陽（武煌会館）

本杉 一騎（立志会）

松本 陽詩（拳武会館）

松田久優雅（白蓮奈良学園前）

小学1年男子

田中 湊（閃捷塾）

鳴海 咲太（桜塾）

増田 智樹（誠流塾）

嶋田 輝大（極真高橋）

小学2年男子

津川 大（ノーティー）

祖父江 洋斗（清凛館）

大嶋 恵輔（至道会館）

中村悠吾（真正会全真会館）

小学3年男子27kg未満

村上 雄哉（聖心會）

竹内 虎和（自然拳法）

中関 礼人（桜塾）

田村 星波（桜塾）

小学3年男子27kg以上

中西 啓太（闘英館）

吉井 連（桜塾）

原口 大輝（正援塾）

石塚 雄陽（自然拳法）

小学4年男子30kg未満

平林 新舵（七州会）

川村 拓久心（勇誠会井上） 濱 航希（桜塾）

夏目 玲皇（桜塾）

小学4年男子30kg以上

祖父江 海斗（清凛館）

平尾 太一（桜塾）

白浜 蓮清（聖心會）

小学5年男子35kg未満

桐原 歩夢（秀武館）

大野 朔多郎（武奨館吉村） 小久江 侍勇（峰武塾）

小学5年男子35kg以上

辻西 由登（真正会全真会館） 本杉 一颯（立志会）

都築 莉玖（秀武館）

吉井 類（桜塾）

小学6年男子40kg未満

上地 一琉（久保田道場） 加藤 宥希（祐心会）

鈴木 聖生（飛心会）

池田 優雅（桜塾）

小学6年男子40kg以上

日原 愛弥（武煌会館）

﨑村 亮太（餅田道場）

中西 亮太（闘英館）

宮岸 鷹輝（聖武会館）

中学1年男子42kg未満

中村 海斗（寛水流）

板津 彰人（ノーティー）

田渕 海（七州会）

竹内 悠翔（竹内道場）

中学1年男子52kg未満

竹並 楓（正援塾）

松本 琉壱（空研塾西田） 朝倉 裕次郎（飛心会）

山川 慧大（真誠塾）

中学1年男子52kg以上

吉田 暖（寛水流）

小原 蓮（一光会館）

牛田 裕介（佐藤道場）

三木 翔斗（至道会館）

中学2～3年男子47kg未満 三家 龍之介（桜塾）

植松 右京（飛心会）

中 竜馬（真正会全真会館） 藤原 司（勇誠会井上）

中学2～3年男子57kg未満 石川 笑心太（真誠塾）

赤星 暁音（真正会全真会館） 橋本 楓汰（寛水流）

西田 雄登（光武会館）

中学2～3年男子57kg以上 竹内 悠敦（竹内道場）

日髙 廉（寛水流）

福盛 翔大（宮野道場）

西ヶ迫 春人（男塾）

池山 京太郎（昇気館）

石原 翔（白蓮湘南鎌倉）

高校男子60kg未満

笹裏 健士朗（聖武会館） 村田 健悟（真正会全真会館） 樋富 柊斗（桜塾）

市來 葵士（桜塾）

高校男子70kg未満

金森 悠成（金森道場）

水谷 翔（久保田道場）

堺谷 匠（一光会館）

二見 凌太郎（寛水流）

高校男子70kg以上

中島 健心（新極真大阪北） 畠中 大河（金森道場）

小寺 啓（餅田道場）

西川 鼓太朗（寛水流）

幼児女子

椿山 麗（義道会館）

兵庫 歩香（金森道場）

小学1年女子

都築 梨那（秀武館）

林 なな実（極真浜井石川） 玉置 桧菜（昇心塾）

小学2年女子

中島 愛香（闘龍會）

鈴木 颯華（闘英館）

小学3年女子

瀬戸口 紗愛（立志会）

藤田 星莉（桜塾）

守田 妃吹（極真浜井石川） 大澤 柚月（神谷塾）

松上 美凪（烈士塾）

権出 小春（聖心會）

小学4年女子30kg未満

夏目 玲菜（桜塾）

野嶋 紗（新誠會）

柴生 諒（飛心会）

林 くる未（極真浜井石川）

小学4年女子30kg以上

村田 こはる（成心會）

吉田 利々菜（桜塾）

金子 海里（真武會）

服部 吏愛姫（佐藤道場）

小学5年女子35kg未満

酒井 希羽（七州会）

小倉 未夢（聖武会館）

石塚 睦美（自然拳法）

松元 みちる（闘龍會）

小学5年女子35kg以上

酒井 穂果（一拳会）

赤川 心暖（七州会）

百田 万穂（拳武会館）

小学6年女子40kg未満

秦 愛穂（飛心会）

加木 美咲（極真拳武會） 山﨑 葵（武奨館吉村）

小学6年女子40kg以上

曽根勝 沙也香（流心館） 岩口 紗藍（清凛館）

有村 理菜（飛心会）

岡部こころ（真正会全真会館）

中学1年女子43kg未満

清水 彩羽（寛水流）

安藤 杏華（飛心会）

太田 万結（祐心会）

奥野 久良々（光武会館）

中学1年女子43kg以上

成田 薫実（七州会）

岩口 花凛（清凛館）

宮崎 沙菜（餅田道場）

山下 夢愛（一光会館）

水谷 藍（久保田道場）

中学2～3年女子43kg未満 筒井 ふたば（武奨館吉村） 山瀬 茉緒（極真浜井石川） 木村 香月（MAC奈良）
中学2～3年女子50kg未満 上田 愛琉（桜塾）

小寺 もとこ（餅田道場）

真田 美桜（極真浜井石川） 小笠原 ゆい（聖心會）

中学2～3年女子50kg以上 木村 一千花（飛心会）

安達 星奈（無心拳）

丸山 瑞希（拳聖塾）

梶谷 歩那（一光会館）

高校女子55kg未満

寺崎 裕遊（士衛塾石川） 桂 亜衣（清凛館）

葛原 美紗希（真武會）

西岡 愛美（昇気館）

高校女子55kg以上

赤星 陽愛（真正会全真会館） 西川 花菜（寛水流）

山本 彩乃（誠勇館）

山下 琴葉（寛水流）

