
優勝 大西　玲奈 極真空手道忍會ふじみの本部

優勝 柳川　十希 極真会館安斎派　極真北杜塾 準優勝 齋藤　絵奈 極真拳武會　蒲田道場

第3位 髙橋　すみれ 大鹿道場 第3位 安部　美涼 光誠会

優勝 中澤　倫子 極真会館坂本派真岡道場 準優勝 角田　ひより 飛馬道場

石井　結衣 山下　花 新極真会川崎東湘南支部

優勝 都築　梨那 世界闘英館 準優勝 髙島　いと葉 誠真会館杉並道場

第3位 齋藤　愛佳 我流空手道北斗會ふじみ野支部 第3位 杉村　日茉莉 空手道　中山道場

優勝 中島　初椛 空會館 準優勝 大江　新菜 義和流拳法

第3位 伊藤　圭音 桜塾 第3位 福島　古都 義和流拳法

優勝 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場 準優勝 岡村　遥乃 空手道MAC 西袋道場

第3位 熊谷　凜 光誠会 第3位 中山　星來 桜塾

優勝 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会 準優勝 國分　暖和 北晋寺西道場

第3位 柴崎　心希 世界総極真　釘嶋道場 第3位 鈴木　芽衣 武心塾カラテ

優勝 仁田水　咲良 誠真会館秋津道場 準優勝 松田　留禾 極真会館橋本道場

優勝 田中　杏 我流空手道北斗會本部 準優勝 小野寺 朱雀奈  水滸會 無限塾 札幌支部

第3位 尾場　心彩 空手道MAC本部道場 第3位 渡邉　藍 桜塾

優勝 長塚　唯 桜琳塾 準優勝 門之園　美莉愛 空手道MAC川崎宮前平道場

第3位 鵜澤　帆波 空手道無限勇進会 第3位 吉岡　帆宙姫 我流空手道北斗會本部

優勝 田中　琉海 極真拳武會　菅野道場 準優勝 工藤  史海也 I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部

第3位 青木　琉亜 空會館 第3位 伊藤　陽飛 桜塾

優勝 藤原　熙乃 空會館 準優勝 滝本　恵介 極真拳武會さいたま浦和支部

第3位 田中　夢輝 光誠会 第3位 橋本　玲 白蓮会館東京墨田

優勝 石黒　輝士 日本実戦空手道　七州会 準優勝 大鹿 礼毅 大鹿道場

第3位 小岩井　咲我 桜琳塾 第3位 中村　蒼太 松武館空手道

第5位 稲垣　銀河 JKK聖拳武館 第5位 杉山　雄映 陪劭流 祐心会尾張旭支部

第5位 三尾　奏太 空手道無限勇進会 第5位 礒部　礼 空手道無限勇進会

優勝 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 山下　玲音 全日本空手道　輪道会

第3位 日向　舶斗 極真空手道忍會ふじみの本部 第3位 大場　蓮 世界闘英館

優勝 長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 鳴海　咲太 桜塾

第3位 桜井　香太 大鹿道場 第3位 古田　悠真 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

優勝 岡本　東真 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 山本　恋次　 空會館

第3位 齋藤　蒼空 龍拳會青葉台支部 第3位 早河　優空 空會館

優勝 松本　常 桜琳塾 準優勝 小野　暖馬 極真拳武會さいたま浦和支部

第3位 酒井　陽向 立志会 第3位 田中　一誠 光誠会

第5位 小泉　廉 空手道　四葉会 第5位 末松　裕咲 空手道　四葉会

第5位 可知　来生 空手道　四葉会 第5位 波木井　春陽 白蓮会館湘南鎌倉支部

優勝 伊藤　大稀 桜塾 準優勝 高野　颯 武奨館吉村道場

第3位 工藤　颯太 大鹿道場 第3位 山口　叶来也 武立会館

優勝 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 準優勝 鈴木　猛 黎明会館

第3位 柿沼　栄輝 新極真会　厚木・赤羽支部 第3位 山本　琉士郎 空手道　中山道場

優勝 河合  利亜斗 大上會 準優勝 稲垣　龍芽 JKK聖拳武館

第3位 綾部　晄大 正伝流空手道中村道場 第3位 鈴木　騎士 桜塾

第5位 内田　樹 空手道MAC埼玉狭山道場 第5位 小林　祐太 誠真会館秋津道場

第5位 牧野 凛功 髙橋塾 第5位 瀬尾　旺文 桜塾

優勝 長坂　子龍 極真空手道忍會ふじみの本部 準優勝 長谷川　鳳星 空手道無限勇進会

第3位 大鹿 倫毅 大鹿道場 第3位 内田　全祇 久保田道場

優勝 岡村　澪乃 空手道MAC 西袋道場 準優勝 福島　千代 義和流拳法

第3位 奥村　幸美 心想流　和田道場 第3位 西山　空那 空會館

優勝 酒井　希羽 日本実戦空手道　七州会 準優勝 片栁　美咲 極真会館坂本派　大平道場

優勝 石嶺　美 桜塾 準優勝 須藤　美結 正伝流空手道中村道場

優勝 秦　愛穂 日本空手道　飛心会 準優勝 水谷　藍 久保田道場

第3位 松尾　茄南 正伝流空手道中村道場 第3位 三ケ島　小夏 空手道無限勇進会

優勝 松田　理央 極真会館橋本道場 準優勝 齋藤 絆菜 飛馬道場

第3位 松本　結愛 フルコンタクトカラテスクール 第3位 戸川　夕渚 桜琳塾

中学2～3年女子52kg未満

中学2～3年女子52kg以上

小学6年男子43kg未満

小学6年男子43kg以上

中学1年女子45kg未満

中学1年女子45kg以上

中学2～3年女子45kg未満

小学3年男子29㎏以上

小学4年男子32kg未満

小学4年男子32kg以上

小学5年男子37kg未満

小学5年男子37kg以上

小学6年女子43kg以上

幼年男子

　小学1年男子

小学２年男子

小学3年男子29kg未満

小学４年女子32ｋｇ未満

小学４年女子32㎏以上

小学5年女子37kg未満

小学5年女子37kg以上

小学6年女子43kg未満

第23回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会　大会結果　2022年2月27日（日）　横浜武道館

幼年女子

小学1年女子

小学２年女子

小学３年女子



優勝 桐原　歩夢 世界闘英館 準優勝 岩出　嗣実 空手道　真門塾

第3位 土屋　湊 白蓮会館東京墨田 第3位 高村　子浩 空手道無限勇進会

優勝 和田　凜太郎 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 澤　洸太朗 武奨館吉村道場

第3位 岩野　歩夢 空手道　中山道場 第3位 小久江　侍勇 空手道峰武塾

優勝 都築　莉玖 世界闘英館 準優勝 松本　歩大 桜琳塾

第3位 坂本　寛 空手道MAC奈良・郡山道場 第3位 本郷　琉生 FKC輝心会

優勝 古川　幸輝 日本実戦空手道　七州会 準優勝 樋本　涼 白蓮会館湘南鎌倉支部

第3位 上地　一琉 久保田道場 第3位 酒井　暖 立志会

優勝 八田　銀琉 桜塾 準優勝 田中　梗吾 閃捷塾

第3位 小野寺 龍亮  水滸會 無限塾 札幌支部 第3位 堀本　祐惺 心温塾

優勝 小林　佑輔 フルコンタクトカラテスクール 準優勝 中村　海晴 桜塾

第3位 石田　虎琉 拳真流 第3位 伊藤　獅透 我流空手道北斗會本部

優勝 粥川　愛菜 桜塾 準優勝 森岡　彩来 桜塾

優勝 佐藤　梨奈 武立会館 準優勝 藤井　彩心 空手道　中山道場

優勝 石井　結衣 我流空手道北斗會本部

優勝 鈴木　佑多 桜塾 準優勝 平川　翔大 空手道MAC本部道場

第3位 青木　悠柊 日本空手道　飛心会 第3位 松橋　大空 水滸會丈夫塾

優勝 中山　星音 桜塾 準優勝 細矢　秀太 フルコンタクトカラテスクール

優勝 須藤　泰冴 正伝流空手道中村道場

高校男子60kg未満

高校男子70Kg未満

高校男子70kg以上　　

中学2～3年男子50kg未満

中学2～3年男子60kg未満

中学2～3年男子60kg以上

高校女子55kg未満

高校女子55kg以上

高校女子48kg未満

中学1年男子45kg未満

中学1年男子５５Kg未満

中学1年男子55kg以上


