武神 KARATE ALL JAPAN CUP 2022 ⼤会結果
優勝

準優勝

三位

三位

幼年男⼦

伏野 琥珀(聖空会館)

坊下 蒼太朗(極真浜井⽯川)

太⽥ 翔太(桜塾)

⻄川 銀⼠朗(武奨館吉村)

⼩学1年男⼦

⻫藤 ⼤翔(七州会)

城後 ⼤和(圏彗會)

⽩数 豹雅(昇⼼塾)

福⼭ 傑友(全真会館)

⼩学2年男⼦

笠原 蒼平(桜塾)

滝本 恵介(極真拳武會さいたま浦和)

折⽬ 樹希翔(拳聖塾)

⾯⼃ 朔(聖⼼會)

⼩学3年男⼦−27kg

⽯⿊ 輝⼠(七州会)

横井 陽東(新誠會)

本杉 ⼀騎(⽴志会)

野瀨 喜平(正樹道場)

⼩学3年男⼦＋27kg

坊下 凛太朗(極真浜井⽯川)

三ツ⼭ 晴智(極真坂本福井)

⼭﨑 創太(昇⼼塾)

藤⽥ 莉王(LA GYM藤⽥)

⼩学4年男⼦−30kg

吉⽥ 善(桜塾)

表地 海翔(桜塾)

岩井 瑠希(桜塾)

吉⽥ 類(桜塾)

⼩学4年男⼦＋30kg

中岸 愛琉⽃(勇誠会井上)

尾﨑 威⼼(七州会)

坂井 ⾵天(極真浜井⽯川)

⽑利 圭登(丈夫塾)

⼩学5年男⼦−35kg

早河 優空(空會館)

⼩野 暖⾺(極真拳武會さいたま浦和)

鷲⾒ 琉⽃(桜塾)

岡本 東真(極真拳武會さいたま浦和)

祖⽗江 洋⽃(清凛館)

橋本 逞(聖⼼會)

⼤⾕内 洸(桜塾)

ベスト8▶ 中川 隆之助(⼀光会館)
⼩学5年男⼦＋35kg

⽥井中 秀(桜塾)

濱 佑輝(桜塾)

吉倉 巧翔(極真拳武會さいたま浦和)

藤原 快吏(空會館)

⼩学6年男⼦−40kg

村上 雄哉(聖⼼會)

桑野 瑠(修慧会)

松本 拓⼰(烈⼠塾)

伊藤 ⼤稀(桜塾)

鴫野 丈(誠流塾)

⽯塚 雄陽(⾃然拳法)

⼭⼝ 叶来也(武⽴会館)

ベスト8▶ 柳⽥ 凌央(桜塾)
⼩学6年男⼦＋40kg

⽵永 ⿓也(桜塾)

奥村 勇仁(勲⼼會)

⼩島 蕉也(桜塾)

⼭⽥ 幸乃丞(佐藤道場)

中学1年男⼦−42kg

奥村 ⼀真(極真空⼿中崎)

稲垣 ⿓芽(JKK聖拳武館)

鈴⽊ 騎⼠(桜塾)

河合 利亜⽃(⼤上會)

菅原 ⼀惺(七州会)

村⽥ ⾵我(桜塾)

袴⽥ 颯⾺(桜塾)

ベスト8▶ ⽥中 智⼠(桜塾)
中学1年男⼦−52kg

祖⽗江 海⽃(清凛館)

⾕⼝ 遼磨(聖⼼會)

髙島 多由太(誠真会館秋津)

⼤坂 元(尚道館)

中学1年男⼦＋52kg

奥村 珀⽃(武奨館吉村)

⽩浜 蓮清(聖⼼會)

内⽥ 全祗(久保⽥道場)

吹上 優天(光⼭會)

中学2〜3年男⼦−47kg 正⽊ 翔夢(七州会)

⽥⼝ ⼼道(闘英館)

桐原 歩夢(闘英館)

池⽥ 優雅(桜塾)

中学2〜3年男⼦−57kg 松⽥ 流誠(桜塾)

和⽥ 凜太郎(極真拳武會さいたま浦和)

各務 壮祐(極真浜井愛知)

伊東 晃玖(真正会)

川⼝ ⼀護(武奨館吉村)

⼩久江 侍勇(峰武塾)

澤 洸太朗(武奨館吉村)

中学2〜3年男⼦＋57kg 中村 海晴(桜塾)

藤⽥ 琥也(桜塾)

浦⼭ ⻯精(武奨館吉村)

本杉 ⼀颯(⽴志会)

⾼校男⼦−60kg

⼭川 慧⼤(真誠塾)

松橋 ⼤空(丈夫塾)

濱 太樹(桜塾)

⼤澤 唯雅(神⾕塾)

⾼校男⼦−70kg

郷 航⽣(丈夫塾)

佐藤 誠真(空武會)

柳井 星七(空⾝館)

⼩此内 捺芽(極真浜井⽯川)

⾼校男⼦＋70kg

⽵内 悠敦(⽵内道場)

幼児⼥⼦

⾦﨑 澪愛(祐⼼会)

⼩学1年⼥⼦

奥村 亜瑠真(極真空⼿中崎)

⼩池 瑠璃(JKK聖拳武館)

鎌⾕ 花暖(⽴志会)

冨⽥ 和花(桜塾)

⼩学2年⼥⼦

桑野 寧(修慧会)

⽊村 亜璃⾐(佐藤道場)

尾﨑 ⼼奏(七州会)

⽵中 椎菜(桜塾)

⼩学3年⼥⼦

服部 愛夢(佐藤道場)

椿⼭ 麗(義道会館)

奥村 瑠依真(極真空⼿中崎)

冨⽥ 華帆(桜塾)

⼩学4年⼥⼦−30kg

仲摩 玲那(新誠會)

⽵中 希⽻(桜塾)

⽊下 真珠華(聖⼼會)

髙島 いと葉(誠真会館杉並)

⼩学4年⼥⼦＋30kg

都築 梨那(闘英館)

吉永 琥愛(⼒⼼塾)

鰐部 瑛南(空⾝館)

⽔岡 緒花(極真浜井⽯川)

⼩学5年⼥⼦−35kg

福島 古都(義和流拳法)

代 靖睿(桜塾)

中島 初椛(空會館)

伊藤 圭⾳(桜塾)

⼩学5年⼥⼦＋35kg

吉⽥⾕ 蘭(空⾝館)

⾦曽 梨⼦(極真浜井⽯川)

中⼭ 星來(桜塾)

熊⾕ 凜(光誠会)

⼩学6年⼥⼦−40kg

権出 ⼩春(聖⼼會)

佐藤 恵茉(圏彗會)

⼭⽥ 天(統⼼會)

松本 姫芽(桜塾)

⼩学6年⼥⼦＋40kg

我那覇 優⽻(七州会)

井⼝ 結⽉(久保⽥道場)

鰐部 ⽐奈⼦(空⾝館)

⼩坂 鈴乃(正樹道場)

中学1年⼥⼦−43kg

野嶋 紗(新誠會)

加藤 愛琉(森道場)

三宅 愛瑠(極真浜井⽯川)

⽊下 舞桜(聖⼼會)

中学1年⼥⼦＋43kg

吉⽥ 利々菜(桜塾)

中島 美優(学⼼会)

廣嶋 美⾥愛(桜塾)

有賀 咲乃(神⾕塾)

中学2〜3年⼥⼦−43kg 福島 千代(極真拳武會さいたま浦和)

⻄⼭ 空那(空會館)

神⽥ 桃⾹(聖⼼會)

奥村 幸美(⼼想流和⽥)

中学2〜3年⼥⼦−50kg 岩⼝ 紗藍(清凛館)

指江 咲妃(正樹道場)

秦 愛穂(⾶⼼会)

髙橋 苺愛(桜塾)

中学2〜3年⼥⼦＋50kg ⽵永 美渚(桜塾)

酒井 希⽻(七州会)

岡⽥ 彩花(桜塾)

⽚栁 美咲(極真坂本⼤平)

⾼校⼥⼦−48kg

清⽔ 由埜(桜塾)

代 源(桜塾)

下野 真央(清凛館)

森岡 彩来(桜塾)

⾼校⼥⼦−55kg

藤井 彩⼼(中⼭道場)

中園 ひより(拳聖塾)

⾼校⼥⼦＋55kg

渡辺 ⼩春(武奨館吉村)

成⽥ 薫実(七州会)

松野 紋加(聖流拳真会)

中村 ⼼優(寛⽔流)

ベスト8▶ ⼤⽯ 悠⽉(桜塾)

