2013年6月23日（日）武神
【ルーキークラス】
年少・年中男女混合の部
年長男女混合の部
小学1年男子の部
小学2年男子の部
小学3年男子の部
小学4年男子の部
小学5年男子の部
小学6年男子の部
小学1年女子の部
小学2年女子の部
小学3年女子の部
小学4年女子の部
小学5年女子の部
小学6年女子の部
中学生男子55kg未満の部
中学生男子55kg以上の部
中学生女子45kg未満
中学生女子45kg以上
高校生男子65kg未満の部
高校生男子65kg以上の部
高校生女子50kg未満の部
高校生女子50kg以上の部
【JKJO選抜クラス】
幼児男子の部
幼児女子の部
小学1年男子の部
小学2年男子の部

KARATE ALL JAPAN CUP 2013 大会結果 RESULT
優勝
準優勝
三位
三位
高橋 苺愛 (桜塾)
西山 空那 (空會館)
有賀 巧真 (誠拳塾)
亀井 新 (閃捷塾)
小林 舜弥 (桜塾)
斉川 竜己 (郷英館)
水谷 類 (閃捷塾)
林 諒芽 (桜塾)
上村 健斗 (郷英館)
千賀 理一朗 (桜塾)
橋本 雷汰 (寛水流竜成会)
清水 蓬 (極真浜井吉村)
足立 大樹 (仰拳塾)
中山 絢介 (桜塾)
山田 耀介 (佐藤道場)
水谷 侑路 (閃捷塾)
高橋 夏都 (闘真会館常滑) 川口 結斗 (己道会)
ベスト8／野々部 翔大 (佐藤道場)、山田 青椰 (桜塾)、出水 嶺海 (闘真会館常滑)、日比 玲雅 (聖流拳真会)
内田 匠 (闘英館)
雨森 智紀 (佐藤道場)
赤川 温士 (七州会広田)
千葉 啓汰 (久保田道場)
ベスト8／横井 遼太 (己道会)、林 俊瑛 (啓心館)、西川 創拳 (空身館)、刈谷 匠都 (神谷塾)
中村 拓未 (己道会)
小黒 悠有輝 (仰拳塾)
猟田 真之介 (虎徹)
東 泰輝 (立志会)
ベスト8／赤波江 大翔 (白蓮会館愛知)、野田 直希 (空身館)、末永 零大 (閃捷塾)、直塚 元暉 (波導館本部)
樅山 大智 (闘英館)
川口 恭太 (己道会)
脇田 康平 (桜塾)
竹原 翔瑠 (普門塾)
久野 莉豆 (閃捷塾)
中野 桜花 (七州会富木島)
上田 愛琉 (桜塾)
村瀬 来実 (閃捷塾)
大月 星奈 (桜塾)
彦坂 鈴 (葵會)
赤坂 茉莉 (男塾)
高見 心音 (七州会上挙母)
伊藤 静莉 (桜塾)
小島 華怜 (空身館)
塚本 碧唯 (JKK)
松野 菜緒 (聖流拳真会)
神野 八千穂 (祐心会)
山口 稜香 (啓心館)
吉岡 瑠蘭 (閃捷塾)
古田 遥菜 (閃捷塾)
谷口 涼夏 (ノーティー)
仁木 姫子 (仰拳塾)
川島 聖羅 (誠拳塾)
寺崎 香音 (闘心館)
岡田 梨乃 (久保田道場)
西本 羽衣名 (波導館本部)
山下 瑞貴 (波導館本部)
中野 優希 (閃捷塾)
水野 真毅 (虎徹)
権田 陽成 (虎徹)
久保 塁生 (男塾)
竹内 龍冴 (閃捷塾)
浅田 百花 (闘真会館大府)
田代 芹那 (桜塾)
浅田 真史乃 (閃捷塾)
竹市 汐里 (閃捷塾)
坪井 梨央 (寛水流拳友会) 深見 紗也 (聖流拳真会)
佐藤 麗亜 (浜松湖東高校)
船木 元太 (浜松湖東高校)
鈴木 陸也 (浜松湖東高校) 仲本 磨紗規 (七州会東海)
河合 伸悟 (浜松湖東高校)
アバド ニコ (豊橋中央高校) 藤城 卓 (豊橋中央高校)
佐々木 宏之輔 (豊橋中央高校)
青嶋 美里 (浜松湖東高校)
伊藤 万結子 (浜松湖東高校)
新田 小雪 (浜松湖東高校)

中学生男子55kg未満の部
中学生男子65kg未満の部
中学生男子65kg以上の部
中学生女子45kg未満の部
中学生女子55kg未満の部
中学生女子55kg以上の部
高校生男子60kg未満の部
高校生男子70kg未満の部
高校生男子70kg以上の部
高校生女子50kg未満の部
高校生女子57kg未満の部
高校生女子57kg以上の部

優勝
準優勝
三位
三位
多島 然 (極真浜井石川)
中村 神門 (七州会上挙母)
川北 琉駆 (士衛塾石川)
藤田 琥也 (桜塾)
岩永 唯伽 (桜塾)
水谷 藍 (久保田道場)
酒井 希羽 (波導館本部)
秦 愛穂 (飛心会)
朝倉 裕次郎 (飛心会)
八田 銀琉 (桜塾)
都築 拓辰 (闘龍會)
小川 惺也 (仰拳塾)
西川 幸輝 (寛水流成道會)
由井 嶺海 (北晋寺西道場)
安居 怜生 (飛心会)
野田 勇気 (仰拳塾)
ベスト8／竹島 来晟 (極真浜井吉村)、宮田 陽斗 (寛水流成道會)、土田 翔生 (自然拳法二塚)、氏原 陸登 (桜塾)
竹山 和貴 (佐藤道場)
渡辺 有生 (桜塾)
鈴木 恭悟 (桜塾)
岩永 勝亮 (桜塾)
ベスト8／古川 航成 (光武会館)、三家 龍之介 (桜塾)、西田 雄登 (光武会館)、松本 陽幹 (佐藤道場)
甲斐 遼太郎 (佐藤道場)
山口 来希昌 (桜塾)
中村 龍門 (七州会上挙母) 安井 颯一 (桜塾)
戸松 祐貴 (佐藤道場)
長尾 恒成 (桜塾)
高橋 大空 (桜塾)
田中 陽大 (佐藤道場)
前田 圭輝 (光武会館)
疋田 空邦 (桜塾)
坂井 涼 (桜塾)
桜井 大心 (己道会)
ベスト8／柳 誠二 (桜塾)、風早 永遠 (聖心会)、堂田 一斗 (極真浜井石川)、平野 貴之 (男塾)
嶋津 和希 (桜塾)
吉岡 尊斗 (桜塾)
小田 尋久 (勇輝会館)
西川 龍人 (聖心会)
ベスト8／金森 悠成 (金森道場)、西川 鼓太朗 (寛水流克己会)、大野 毅人 (拳誠會館)、中島 颯飛 (極真浜井石川)
伊藤 大晟 (桜塾)
山崎 亮輝 (丈夫塾)
高橋 海人 (桜塾)
松本 勘佑 (聖心会)
ベスト8／太田 泰賀 (聖心会)、碓井 克己 (桜塾)、馬渕 丈弦 (佐藤道場)、山本 一颯 (真誠會館)
木田 龍 (光武会館)
辻野 龍聖 (佐藤道場)
荒木 一尭 (仰拳塾)
野々部 雄斗 (佐藤道場)
水上 莉愛 (極真浜井石川)
安藤 杏華 (飛心会)
鈴木 真耶 (桜塾)
清水 由埜 (桜塾)
赤星 日彩 (真誠塾)
廣木 真優 (自然拳法二塚)
伊藤 海玲 (桜塾)
正木 心春 (久保田道場)
山崎 星蘭 (桜塾)
小林 由依菜 (桜塾)
久野 妃美香 (閃捷塾)
東 さゆり (勇輝会館)
大塚 もえ (桜塾)
中島 遥 (桜塾)
平井 千暉 (仰拳塾)
竹下 希星 (学心会)
金海 りよ (闘龍會)
野村 有里 (真門塾)
嶋田 ひな (闘真会館知立) 中川 由菜 (極真浜井吉村)
酒井 琉翔 (桜塾)
沼田 心 (寛水流竜成会)
松本 怜香 (拳勝会館)
増山 陽 (桜塾)
向井 菜々美 (飛心会)
児玉 亜瑞 (志友会館)
岡崎 絹果 (拳聖塾)
岡田 葵 (桜塾)
成田 麗 (七州会上挙母)
甲斐 結華 (佐藤道場)
杉本 里帆 (誠拳會館)
伊藤 志瑛梨 (桜塾)
木村 萌那 (桜塾)
鷲見 香音 (闘龍會)
脇上 さくら (寛水流成道會) 内田 綺星 (佐藤道場)
橋本 実生 (桜塾)
田中 廉人 (七州会上挙母)
原 彪真 (ノーティー)
浅井 寛武 (桜塾)
ベスト8／今林 司 (丈夫塾)、山畑 龍人 (拳友会中山)、大辻 竜輝 (寛水流天心会)、和田 晃輝 (桜塾)
岩 翔希 (丈夫塾)
萩原 熙 (丈夫塾)
島田 尚輝 (志輝会館)
糸谷 佳幸 (ノーティー)
山崎 優海 (桜塾)
村田 柊二 (桜塾)
黒田 徹 (丈夫塾)
牧野 凌 (波導館本部)
泉 魁斗 (極真浜井石川)
後藤 健太 (敬信館)
尾木 銀兵 (敬信館)
平山 竜慎 (新極真会寺家)
山口 遥花 (仰拳塾)
石野 まこと (昇気館)
山口 栞晴 (桜塾)
大本 優香 (七州会上挙母)
氏原 優里 (桜塾)
神谷 優良 (神谷塾)
赤木 莉杏子 (飛心会)
宮川 詩菜 (真誠塾)
城野 玲奈 (金森道場)
清水 空 (北晋寺西道場)
山田 御都起 (桜塾)
松井 海輝 (桜塾)
尾原 正人 (桜塾)
若井 奎太 (煉武館)
寺崎 昇龍 (士衛塾石川)
佐藤 丞 (誠道会館)
清水 政宗 (北晋寺西道場) 中原 大樹 (拳勝会館)
伴野 元信 (七州会東海)
阿部 拓海 (桜塾)
土井 麻由奈 (仰拳塾)
宮里 実奈 (聖心会)
磯部 晏里 (桜塾)
上村 亜衣里 (寛水流天心会)
黒田 温 (男塾)
川本 はるか (光武会館)
横井 麗琳 (己道会)

【一般クラス】
一般男子65kg未満の部
一般男子65kg以上の部
一般女子50kg未満の部
一般女子50kg以上の部
壮年男子65kg未満の部
壮年男子65kg以上の部
一般有段 軽量級
一般有段 中量級
一般有段 重量級

優勝
酒井 光 (波導館本部)
川並 陵太郎 (風林火山)
峯 遥香 (顕正会館)
荒木 千咲 (志輝会館)
宮田 治吉 (神谷塾)
竹内 慎一郎 (波導館西)
山田 伊寿実 (桜塾)
森井 勁太 (閃捷塾)
高山 大樹 (啓心館)

小学3年男子の部
小学4年男子30kg未満の部
小学4年男子30kg以上の部
小学5年男子35kg未満の部
小学5年男子35kg以上の部
小学6年男子40kg未満の部
小学6年男子40kg以上の部
小学1年女子の部
小学2年女子の部
小学3年女子の部
小学4年女子30kg未満の部
小学4年女子30kg以上の部
小学5年女子35kg未満の部
小学5年女子35kg以上の部
小学6年女子40kg未満の部
小学6年女子40kg以上の部
中学生男子45kg未満の部

準優勝
臼田 和人 (拳心会館)
若原 功治 (桜塾)
二位関 詩織 (致道会館)
山田 明里 (JKK)
立浦 勝興 (波導館本部)
浅野 直哉 (聖流拳真会)
寺崎 太尊 (士衛塾石川)
田澤 渉 (空會館)
立浦 茂信 (男塾)

三位
藤枝 信哉 (郷英館)
長田 康司 (七州会富木島)

三位
西山 隼平 (チームアキラ)
長野 泰大 (仰拳塾)

志水 幹 (聖流拳真会)

村上 寿香 (克己空手塾)
秀樹 (聖流拳真会)
寺崎 烈心 (士衛塾石川)
小木曽 悠 (啓心館)
北川 連 (桜塾)

ラウル ファレアファ ジェイソン (桜塾)
木並

古川 亮 (山犬)
杉田 祐輔 (養心会)
山田 裕 (桜武会)

