
2021年8月14日 甲府市小瀬武道館メインアリーナ

優勝 準優勝 三位 三位

藤原　昂大 青木　琉亜 稲垣　空俄 沼田　来璃

空會館 空會館 JKK聖拳武館 フルコンタクトカラテスクール

竹下　愛恭 兜森　翔海 藤原　煕乃 岩松　功真

桜塾 空會館 空會館 恒心塾

鷲見　琉颯 中村　蒼太 横井　陽東 本杉　一騎

桜塾 松武館空手道西神道場 新誠會 立志会

吉田　善 伊藤　快汰 冨山　莉玖羽 吉田　類

桜塾 桜塾 新極真会川崎東湘南支部 桜塾

鳴海　咲太 本田　薫平 桜井　香太 渡邉　仁

桜塾 宮本道場 大鹿道場 拳友会国際総本部

鷲見　琉斗 木下　和哉 山本　恋次 川上　勇真

桜塾 誠真会館秋津道場 空會館 極真会館浜井派石川県支部

野村　成 本松　大芽 綾部　勇成 横井　敬人

栄神会 空會館 正伝流空手道中村道場 新誠會

伊藤　大稀 工藤　颯太 冨山　莉王 齊藤　輝

桜塾 大鹿道場 新極真会川崎東湘南支部 武神佐藤道場

柿沼　栄輝 福山　直義 春山　大空 物永　正史

新極真会 厚木・赤羽支部 国際武道連盟 清武会 フルコンタクトカラテスクール 正伝流空手道中村道場

小泉　そら 鈴木　騎士 稲垣　龍芽 池戸　翔優

飛馬道場 桜塾 JKK聖拳武館 武神佐藤道場

岸本　旺志郎 綾部　晄大 山下　颯志郎 袴田　颯馬

空手道中山道場 正伝流空手道中村道場 新極真会川崎東湘南支部 桜塾

髙島　多由太 加藤　陽生 岡山　月輝 西ヶ迫　春人

誠真会館秋津道場 空會館 白蓮会館東京墨田支部 男塾総本部

佐野　光琉 田口　心道 山本　勇心 西川　遼

フルコンタクトカラテスクール 世界闘英館本部 空會館 桜塾

小田島　悠翔 小久江　侍勇 伊藤　開 大石　悠月

空手道中山道場 峰武塾 真誠塾 桜塾

本杉　一颯 松本　歩大

立志会 桜琳塾

冨山　未来斗 大澤　唯雅 西村　竜翔 桑原　右京

宮本道場 神谷塾関支部 ノーティーカラテアカデミー フルコンタクトカラテスクール

堀本　祐惺 田淵　海 野見山　嘉瞳 梶村　充城

心温塾 七州会 白蓮会館湘南鎌倉支部 桜塾

今別府　幸音 有賀　巧真 佐藤　誠真 小林　佑輔

七州会 神谷塾 空武會 フルコンタクトカラテスクール

平川　翔大 山口　叶和 三ヶ島　源 島垣　陸

空手道MAC本部 龍拳會総本部 無限勇進会 新極真会西神奈川支部

西田　雄登 加藤　幸芽

光武会館 飛馬道場

清水　怜央 熱田　拓

白蓮会館湘南鎌倉支部 KWF極真会館

冨田　和花

桜塾

木村　亜璃衣 三上　璃子

武神佐藤道場 無限勇進会

中澤　倫子 角田　ひより

極真会館坂本派真岡道場 飛馬道場

仲摩　玲那 髙島　いと葉

新誠會 誠真会館杉並道場

伊藤　圭音 瀬戸口　紗愛 コルニエンコ仁香 髙野　花菜子

桜塾 立志会 陪劭流祐心会尾張旭支部 空手道中山道場

岡村　遥乃 金子　茉莉香 熊谷　凜 藤田　さくら

空手道MAC西袋道場 空手道MAC本部 光誠会 七州会

大澤　柚月 三ヶ島　なな 國分　暖和 古林　華

神谷塾関支部 無限勇進会 北晋寺西道場 空手道MAC本部

仁田水　咲良 玉木　陽

誠真会館秋津道場 栄神会

田中　杏 尾場　心彩 吉田　姫杏心 伊藤　結音

北斗會本部 空手道MAC本部 理心館 桜塾

吉田　利々菜 中村　奏凪 堀本　穂稀 有賀　咲乃

桜塾 極真拳武會平和島支部 心温塾 神谷塾

西山　空那 髙野　芽衣子 野口　紗愛来 岡村　澪乃

空會館 空手道中山道場 JKK聖拳武館 空手道MAC西袋道場

藤井　蒼羽

武心塾カラテ

下野　真央 西田　玲那

清凛館 光武会館

水谷　藍 吉田　乃ノ華 三ヶ島　小夏 田中　絵麻

久保田道場 桜塾 無限勇進会 北斗會本部

安松　和日菜 石黒　心春

北斗會本部 武立会館

鈴木　麻央 中島　遥

空手道鈴木塾 桜塾

三ヶ島　玲奈 長野　夏美

無限勇進会 空心塾熱田支部

小林　由依菜 本田　優希菜

桜塾 飛馬道場

小学4年女子30㎏以上

小学5年女子35㎏未満

小学5年女子35㎏以上

高校女子55㎏未満

高校女子55㎏以上

中学1年女子43㎏以上

中学2～3年女子43kg未満

中学2～3年女子50kg未満

中学2～3年女子50kg以上

高校女子48㎏未満

小学6年男子40㎏未満

小学6年男子40㎏以上

中学1年男子42kg未満

第14回YATSUGATAKE CUPジュニア空手道選手権大会結果

ベスト8賞

小学3年男子27㎏以上

小学4年男子30㎏未満

小学4年男子30㎏以上

小学5年男子35㎏未満

小学5年男子35㎏以上

クラス

幼年男子

小学1年男子

小学2年男子

小学3年男子27㎏未満

～第15回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会・選抜指定大会～

高校男子60㎏未満

小学6年女子40㎏未満

小学6年女子40㎏以上

中学1年女子43㎏未満

中学1年男子52kg未満

中学1年男子52kg以上

中学2～3年男子47kg未満

中学2～3年男子57kg未満

中学2～3年男子57kg以上

高校男子70㎏未満

高校男子70㎏以上

幼年女子

小学1年女子

小学2年女子

小学3年女子

小学4年女子30㎏未満


