
国立代々木競技場第一体育館

文部科学大臣賞 上野奏貴 最優秀選手賞 成田薫実

【女子の部】

 　階　　　級 優　勝 準優勝 第３位

幼児女子の部 桑野寧 香川県 尾崎心奏 愛知県

冨田華帆 愛知県 杉野史織 埼玉県 服部愛夢 愛知県 石黒愛徠 愛知県

小学２年女子の部 坂井望桜 北海道 都築梨那 愛知県 鰐部瑛南 愛知県 柿原芽衣奈 福岡県

小学３年女子の部 吉田谷蘭 愛知県 代靖睿 岐阜県 大江新菜 東京都 福島古都 埼玉県

松本　姫芽 滋賀県 山本乃愛 愛知県 大澤柚月 岐阜県 山田天 佐賀県

仁田水 咲良 東京都 井田結月 愛知県 我那覇優羽 愛知県 鰐部比奈子 愛知県

丸本 依央奈 岐阜県 野嶋紗 静岡県 加藤愛琉 愛知県 小野寺朱雀奈 北海道

吉田　利々菜 岐阜県 長塚唯 茨城県 岡庭咲 千葉県 門之園美莉愛 神奈川県

酒井　希羽 愛知県 髙橋苺愛 静岡県 水上愛粋 石川県 吉田暖海 石川県

岡田　蒼空 大阪府 岡田彩花 愛知県 片柳美咲 栃木県 永嶋玲愛 福岡県

岩永　唯伽 岐阜県 秦愛穂 大阪府 指江咲妃 石川県 水谷藍 愛知県

竹永　美渚 岐阜県 三ヶ島小夏 千葉県 澤井柚希 岐阜県 立山梨緒 愛知県

松尾　茄南 東京都 清水由埜 京都府 吉田菜乃 岐阜県 代源 岐阜県

中園ひより 大阪府 木村優香 埼玉県 佐藤愛夏 神奈川県 後藤ななみ 富山県

成田　薫実 愛知県 長澤希空 愛知県 小林麗美華 新潟県 田中あかり 大阪府

酒井　琉翔 京都府 粥川愛菜 岐阜県 葛西詩奈 北海道 鈴木麻央 東京都

寺崎　裕遊 石川県 渡邉栞 北海道 山崎星蘭 静岡県 小笠原ゆい 大阪府

渡辺　小春 石川県 藤田咲嬉 大阪府 松野菜緒 岐阜県 石綿千乃 埼玉県

　　　　　　第14回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会　結果
2020/12/20　【800名出場 】

ベスト8

小学1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40㎏未満の部

小学６年女子40㎏以上の部

中学1年女子43㎏未満の部

中学1年女子43㎏以上の部

中学2～3年女子43㎏未満の部

中学2～3年女子50㎏未満の部

中学2～3年女子50㎏以上の部

高校女子48㎏未満の部

高校女子55㎏未満の部

高校女子55㎏以上の部



【男子の部】

 　階　　　級 優　勝 準優勝 第３位

幼児男子の部 藤原熙乃 岐阜県 田嶋梓 岡山県 松尾陽汰 佐賀県 滝本恵介 埼玉県

本杉一騎 愛知県 鷲見琉颯 岐阜県 横井陽東 静岡県 坊下凛太朗 石川県

小学２年男子の部 冨山莉久羽 神奈川 橋本龍之介 兵庫県 長谷川陽祐 埼玉県 表地海翔 滋賀県

鷲見琉斗 岐阜県 岡本東真 東京都 梶武蔵 神奈川県 東信輝 静岡県

橋本一毅 大阪府 田井中秀 京都府 酒井陽向 愛知県 濱佑輝 滋賀県

村上雄哉 大阪府 柳田凌央 愛知県 山口叶来也 神奈川県 冨山莉王 神奈川県

石塚雄陽 石川県 竹永龍也 岐阜県 小﨑太雅 三重県 丸茂拓登 愛知県

濱航希 滋賀県 平林新舵 愛知県 瀬尾旺文 滋賀県 谷口遼磨 大阪

密井龍一郎 愛知県 小野颯介 埼玉県 平倉達哉 愛知県 内田全祇 愛知県

和田凜太郎 埼玉県 石原翔 神奈川県 京口総勝 大阪府 各務壮祐 愛知県

浦山竜精 石川県 松本敢太 北海道 本杉一颯 愛知県 都築莉玖 愛知県

加藤宥希 愛知県 小金澤亮馬 埼玉県 酒井暖 愛知県 上地一琉 愛知県

松田流誠 岐阜県 中西亮太 愛知県 川口一護 石川県 大鹿烈毅 神奈川県

日原愛弥 広島県 藤田琥也 滋賀県 谷口一哉 埼玉県 小林佑輔 神奈川県

上野奏貴 北海道 渡辺龍輝 石川県 植松右京 大阪府 中村亮介 滋賀県

山川慧大 三重県 岡田凌平 愛知県 林諒芽 愛知県 横田拳信 北海道
加藤　琉雅 愛知県 内藤　行雲 神奈川県

氏原　陸登 静岡県 八田　銀琉 岐阜県

中山星音 京都府 今別府幸音 愛知県 深谷京太郎 愛知県 井上舜矢 熊本県

市來葵士 滋賀県 石川笑心太 三重県 紅谷凱 千葉県 三井所太陽 佐賀県

上野空大 北海道 水谷翔 愛知県 髙橋大空 静岡県 金森悠成 大阪府

中島健心 大阪府 早川羅偉 大阪府 越後麗央 北海道 小嵜太陽 福島県

ベスト8

小学1年男子の部

小学３年男子27Kg未満の部

小学３年男子27Kg以上の部

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40㎏未満の部

小学６年男子40㎏以上の部

中学1年男子4２㎏未満の部

中学1年男子5２㎏未満の部

中学1年男子5２㎏以上の部

中学2～3年男子47㎏未満の部

中学2～3年男子57㎏未満の部

中学2～3年男子57㎏以上の部

高校男子60㎏未満の部

高校男子70㎏未満の部

高校男子70㎏以上の部



国立代々木競技場第一体育館

 　階　　　級 優　勝 準優勝 第３位

一般男子軽量級
大野篤貴 山崎亮輝 速水大輝 神谷定

武奨館吉村道場 水滸會丈夫塾 空手道星和会館 神谷塾

一般男子中量級
福地勇人 石野源太郎 髙橋壮汰 大場健吾

白蓮会館東京墨田支部 桜塾 髙橋道場 空手道無限勇進会

一般男子重量級
後藤優太 髙橋扶汰 早川羅偉 水野翔太

髙橋道場 桜塾

一般女子軽量級
酒井琉翔 清水未来

桜塾 桜塾

一般女子中量級
石野まこと 田渕涼香 丸山怜夏 大木苑

桜塾 国際空手道拳聖塾 白蓮会館東京墨田支部 宮野道場本部

一般女子重量級
渡辺小春 神谷優良

武奨館吉村道場 神谷塾

第12回JKJO全日本空手道選手権大会　結果
2020/12/20【 66名出場 】

空手道MAC KWF極真会館
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