
　　　　　　　　　第１4回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会　

　　　　　　　　中部地区代表選抜大会　入賞者(全日本出場権獲得者）

幼児男子 １位 中村蒼太 松武館 小学６年女子43ｋｇ未満 １位 島田彩雅 波導館

２位 密井翔馬 閃捷塾 ２位 澤井柚希 聖流拳真会

３位 宮本琥斗良 新誠會 ３位 西田玲那 光武会館

３位 久野太源 閃捷塾 ３位 コルニエンコ夢乃奈 祐心会

幼児女子 １位 石黒愛徠 佐藤道場 小学６年女子43ｋｇ以上 １位 岩口紗藍 清凛館

２位 古谷珠愛 男塾 ２位 都築心愛 空會館

３位 小川夢心 真誠塾 ３位 中村玲菜 祐心会

３位 髙野ひおり 祐心会 ３位 立山梨緒 森道場

小学１年男子 １位 田中　湊 閃捷塾 中学１年男子45kg未満 １位 八田銀琉 桜塾

２位 鳴海咲太 桜塾 ２位 大澤唯雅 神谷塾

３位 梶村隼飛 桜塾 ３位 梶村充城 桜塾

３位 吉田　類 桜塾 ３位 川瀬　翔 桜塾

小学１年女子 １位 駒田好奏 松武館 中学１年男子55kg未満 １位 岡田凌平 桜塾

２位 尾畑陽菜 桜塾 ２位 千賀理一朗 桜塾

３位 竹中希羽 桜塾 ３位 柳井星七 空身館

３位 倉田昂歩 仰拳塾 ３位 横井内流碧 男塾

小学２年男子 １位 祖父江洋斗 清凛館 中学１年男子55kg以上 １位 牛田裕介 佐藤道場

２位 津川　大 ノーティー ２位 中村幸之助 祐心会

３位 東　信輝 新誠會 ３位 深谷京太郎 空武會

３位 川合寛斗 極真松田 ３位 瀬藤厳太 極真松田

小学２年女子 １位 代　靖睿 桜塾 中学2〜3年男子50kg未満 １位 氏原陸登 桜塾

２位 工藤心音 空身館 ２位 加藤令桜 森道場

３位 コルニエンコ仁香 祐心会 ３位 小椋稜也 仰拳塾

３位 林　結乃 空會館 ３位 岩口大煌 清凛館

小学３年男子29kg未満 １位 伊藤大稀 桜塾 中学2〜3年男子60kg未満 １位 西田雄登 光武会館

２位 鳴海颯太 桜塾 ２位 村尾彪龍 神谷塾

３位 杉島夏來 空會館 ３位 加藤琉雅 桜塾

３位 柳田凌央 桜塾 ３位 飯尾梨頭夢 光山会

小学３年男子29kg以上 １位 川瀬隼也 桜塾 中学2〜3年男子60kg以上 １位 竹山和貴 佐藤道場

２位 竹永龍也 桜塾 ２位 中山睦稀 佐藤道場

３位 渡辺蒼空 波導館 ３位 大山蓮斗 光武会館

３位 小島蕉也 桜塾 ３位 江﨑琉臣 光武会館

小学３年女子 １位 井口結月 久保田道場 中学１年女子45kg未満 １位 平山寧々 ノーティ―

２位 平野海光 空身館 ２位 代　源 桜塾

３位 我那覇優羽 七州会 ３位 奥村沙來 祐心会

３位 大澤柚月 神谷塾 ３位 吉田乃ノ華 桜塾



小学４年男子32kg未満 １位 平林新舵 七州会 中学１年女子45kg以上 １位 平井万寛 仰拳塾

２位 夏目玲皇 桜塾 ２位 岩口花凛 清凛館

３位 菅原一惺 七州会 ３位 小山田陽奈 祐心会

３位 近藤優月 輪道会 ３位 新村心々夏 新誠會

小学４年男子32kg以上 １位 祖父江海斗 清凛館 中学2〜3年女子45kg未満 １位 柏尾瑠那 学心会

２位 平倉達哉 桜塾 中学2〜3年女子52kg未満 １位 島崎瑠菜 立志会

３位 西ヶ迫春人 男塾 ２位 大久保　和 神谷塾

３位 密井龍一郎 閃捷塾 ３位 大堀心暖 ノーティ―

小学４年女子32kg未満 １位 丸本依央奈 桜塾 ３位 川野　澪 森道場

２位 夏目玲菜 桜塾 中学2〜3年女子52kg以上 １位 山﨑星蘭 桜塾

３位 加藤愛琉 森道場 ２位 松野紋加 聖流拳真会

３位 土居柚葉 光武会館 ３位 大山ひな 松武館

小学４年女子32kg以上 １位 吉田利々菜 桜塾 ３位 尾原亜美 桜塾

２位 服部吏愛姫 佐藤道場 高校男子６０㎏未満 １位 中嶋謙信 空武會

３位 中島美優 学心会 ２位 鈴木陸斗 ノーティ―

３位 有賀咲乃 神谷塾 ３位 森岡　翔 桜塾

小学５年男子37kg未満 １位 吉田来琉 桜塾 ３位 安井颯一 桜塾

２位 奥山瑠斗 仰拳塾 高校男子７０㎏未満 １位 水谷　翔 久保田道場

３位 佐藤大樹 桜武会 ２位 森島翔輝也 祐心会

３位 加藤彪太郎 桜塾 ３位 有賀勇人 神谷塾

小学５年男子37kg以上 １位 森田獅陽 波導館 高校男子７０㎏以上 １位 礒村　陸 拳王道

２位 工藤　蓮 空武會 高校女子４８㎏未満 １位 中島　遥 桜塾

３位 中島悠聖 祐心会 ２位 山田　ゆめ 空武會

３位 近藤優晟 輪道会 ３位 山﨑朱夏 新誠會

小学５年女子37kg未満 １位 早川心和 空身館 ３位 小椋千穂 仰拳塾

２位 林　美月 心想流和田 高校女子５５㎏未満 １位 桂　亜衣 清凛館

３位 竹下実央 ノーティ― ２位 長野夏美 空心塾

３位 古閑くるり 立志会 ３位 上村加奈 光武会館

小学５年女子37kg以上 １位 井伊真子 波導館 高校女子５５㎏以上 １位 松野菜緒 聖流拳真会

２位 木村うた 仰拳塾 ２位 玉木悠那 仰拳塾

３位 菅嵜　愛 立志会 ３位 迫　華蓮 空武會

３位 岡田彩花 桜塾

小学６年男子43kg未満 １位 上地一琉 久保田道場

２位 斉藤俊介 桜塾

３位 田中梗吾 閃捷塾

３位 西村竜翔 ノーティー

小学６年男子43ｋｇ以上 １位 山本雄大 佐藤道場

２位 中村海晴 桜塾

３位 田村凜太朗 男塾

３位 有賀巧真 神谷塾


