2015年5月10日（日）武神 KARATE ALL JAPAN CUP in ナゴヤドーム大会
【JKJO選抜クラス】

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

森田 陸太(桜塾)

諌山 璃星 (空身館)

金児 直矢 (仰拳塾)

中畑 翔大 (白蓮岸和田)

幼児女子の部

加藤 愛琉 (波導館本部)

川添 心暖 (栄神会)

森岡 紗里 (桜塾)

礒村 玲名 (七州会三好)

小学1年男子の部

亀山 太司 (ノーティー)

鈴木 陽太 (桜塾)

古田 稜真 (佐藤道場)

京口 総勝 (聖心會)

小学2年男子の部

多島 然 (極真浜井中島)

木村 佑哉 (命武會)

渡邉 大徳 (聖武会館)

佐川 龍希 (勇誠会井上)

ベスト8/中西 亮太 (秀武館)、大橋 槇斗 (閃捷塾)、藤田 琥也 (桜塾)、中村 神門 (七州会上挙母)
小学3年男子27kg未満の部

打田 武生 (闘龍會)

水本 龍人 (圏彗會)

前田 龍吾 (祐心会)

水谷 類 (閃捷塾)

ベスト8/平岩 克悠 (誠流塾)、鈴木 爽太 (桜塾)、柴林 学 (勇誠会井上)、加埜 陽希心 (白蓮羽曳野)
小学3年男子27kg以上の部

服部 大地 (真誠塾)

田中 杜和 (祐心会)

八田 銀琉 (桜塾)

柳井 星七 (空身館)

ベスト8/近藤 聖瑠 (桜塾)、朝倉 裕次郎 (飛心会)、神田 恭吾 (士衛塾石川)、岡田 凌平 (桜塾)
小学4年男子30kg未満の部

山下 夏海 (白蓮湘南鎌倉)

東森 葵 (流心館)

由井 嶺海 (北晋寺西道場)

金田 大輝 (聖武会館)

ベスト8/氏原 陸登 (桜塾)、津司 凛人 (丈夫塾)、土田 翔生 (自然拳法)、岡島 匠汰 (聖心會)
小学4年男子30kg以上の部

野田 勇気 (仰拳塾)

西川 剣翔 (桜塾)

木田 彪吾 (光武会館)

永井 秀 (飛心会)

ベスト8/橋本 雷汰 (寛水流竜成会)、坂井 翔太 (桜塾)、西野 輝 (真誠塾)、李 航旗 (命武會)
小学5年男子35kg未満の部

石川 笑心太 (真誠塾)

岩永 勝亮 (桜塾)

藤野 零大 (士衛塾石川)

鈴木 恭悟 (桜塾)

ベスト8/松本 天志 (士衛塾石川)、井口 壱星 (久保田道場)、辻 隼人 (空研塾西田)、高田 龍聖 (闘英館)
ベスト16/三家 龍之介 (桜塾)、鈴木 颯空 (勇輝会館)、上村 優斗 (郷英館)、東田 泰希 (聖武会館)
牧野 光希 (己道会)、寺澤 寛太 (勇輝会館)、山下 斗毅 (一光会館)、佐藤 龍之介 (佐藤道場)
小学5年男子35kg以上の部

竹山 和貴 (佐藤道場)

西田 雄登 (光武会館)

古田 雅英 (佐藤道場)

日高 廉 (寛水流竜成会)

ベスト8/大山 隆之介 (フルコンタクト)、新田 晃生 (正樹道場)、瀬川 欧太郎 (新極真大阪北)、石橋 明季 (勇進会)
小学6年男子40kg未満の部

高橋 大空 (桜塾)

甲斐 遼太郎 (佐藤道場)

北郷 寛人 (飛心会)

岩越 紘青 (久保田道場)

ベスト8/出口 大成 (光武会館)、安井 颯一 (桜塾)、秋山 蓮 (拳友会中山)、杉原 周太 (佐藤道場)
ベスト16/武井 誠吾 (七州会三好)、雨森 智紀 (佐藤道場)、堺谷 匠 (一光会館)、片山 章太 (久保田道場)
前 隼斗 (空柔館)、野津 鷹也 (桜塾)、赤星 歩輝 (真誠塾)、大町 一颯 (聖心會)
小学6年男子40kg以上の部

中島 健心 (勇輝会館)

平山 慶 (白蓮羽曳野)

戸松 祐貴 (佐藤道場)

田中 陽大 (佐藤道場)

ベスト8/土橋 立弥 (白蓮羽曳野)、田中 勇利 (極真千葉田中)、星野 力也 (土方道場)、長尾 恒成 (桜塾)
小学1年女子の部

小倉 未夢 (聖武会館)

堀田 みず希 (千山道場)

萬年 唯 (極真浜井吉村)

水上 愛粋 (極真浜井中島)

小学2年女子の部

岩永 唯伽 (桜塾)

曽根勝 沙也香 (流心館)

秦 愛穂 (飛心会)

島田 彩雅 (波導館本部)

小学3年女子の部

成田 薫実 (七州会東海)

鵜沢 向日葵 (勇進会)

小野 愛莉 (飛心会)

安藤 杏華 (飛心会)

小学4年女子30kg未満の部

上田 愛琉 (桜塾)

正木 心春 (久保田道場)

岡島 さくら (聖心會)

森重 ひより (闘英館)

小学4年女子30kg以上の部

廣木 真優 (自然拳法)

伊藤 あん (佐藤道場)

荒井 ひめ乃 (拳友会中山)

荒川 媛香 (聖武会館)

小学5年女子35kg未満の部

新田 小粋 (極真浜井笠舞)

坂井 彩夏 (顕正会館)

久野 妃美香 (閃捷塾)

片岡 風香 (極真浜井愛知)

小学5年女子35kg以上の部

山崎 星蘭 (桜塾)

小林 由依菜 (桜塾)

近藤 璃南 (桜塾)

木村 一千花 (飛心会)

小学6年女子40kg未満の部

藤田 咲嬉 (飛心会)

嶋田 ひな (闘真会館)

大塚 もえ (桜塾)

西村 香那 (光武会館)

小学6年女子40kg以上の部

平井 千暉 (仰拳塾)

金海 りよ (闘龍會)

安徳 花織里 (中村道場)

野村 有里 (真門塾)

中学生男子45kg未満の部

山崎 亮輝 (丈夫塾)

石川 龍之介 (聖心會)

伊藤 大晟 (桜塾)

佐久間 健全 (丈夫塾)

ベスト8/西原 吏希 (桜塾)、坂井 涼 (桜塾)、松下 廉 (桜塾)、松村 聡志 (ノーティー)
ベスト16/片岡 徳馬 (極真浜井愛知)、村瀬 翔来 (閃捷塾)、堤 隆成 (桜塾)、高 優一郎 (極真浜井中島)
大塚 皓平 (桜塾)、加藤 真浩 (寛水流天心会)、金児 一矢 (仰拳塾)、柳 誠二 (桜塾)
中学生男子55kg未満の部

宮川 竜成 (聖武会館)

児玉 尋 (志友会館)

吉岡 魁羅 (閃捷塾)

浅井 寛武 (桜塾)

ベスト8/種村 宗大 (仰拳塾)、高橋 海人 (桜塾)、金尾 鷹 (MAC奈良)、山下 駿 (男塾)
中学生男子65kg未満の部

木田 龍 (光武会館)

吉岡 尊斗 (桜塾)

森井 翼 (新極真大阪北)

野々部 雄斗 (佐藤道場)

中学生男子65kg以上の部

岡本 京介 (神谷塾)

平山 竜慎 (新極真三重中央)

辻野 龍聖 (佐藤道場)

早川 羅偉 (桜塾)

中学生女子45kg未満の部

大本 優香 (七州会上挙母)

清水 未来 (桜塾)

甲斐 結華 (佐藤道場)

成田 麗 (七州会上挙母)

ベスト8/関 真代 (久保田道場)、欲賀 陽 (桜塾)、和田 靜里奈 (飛心会)、岡田 葵 (桜塾)
中学生女子55kg未満の部

大塚 湖々呂 (桜塾)

富野 真麻 (飛心会)

中学生女子55kg以上の部

木村 萌那 (桜塾)

牧野 亜夢 (桜塾)

宮崎 美月 (桜塾)

村瀬 二千華 (男塾)

高校生男子60kg未満の部

岩 翔希 (丈夫塾)

高校生男子70kg未満の部

黒田 徹 (丈夫塾)

宮崎 皓紀 (桜塾)

高橋 秀太 (聖武会館)

山口 叶大 (仰拳塾)

大野 篤貴 (極真浜井内灘)

村田 柊二 (桜塾)

高校生男子70kg以上の部

山口 怜臣 (極真会館松田)

塩井 蓮太郎 (光武会館)

瀬戸 綸太郎 (丈夫塾)

武蔵 真宙 (士衛塾石川)

竹内 龍冴 (閃捷塾)

高校生女子50kg未満の部

山田 愛 (桜塾)

峯 和香奈 (ノーティー)

内藤 海聖 (極真浜井中島)

松井 帆乃夏 (桜塾)

高校生女子57kg未満の部

氏原 優里 (桜塾)

神谷 優良 (神谷塾)

高校生女子57kg以上の部

笠松 杜都 (極真浜井中島)

城野 玲奈 (金森道場)

