
 第 16 回 JKJO 全日本ジュニア中部地区代表選抜大会結果 令和 4 年 1 月 23 日（日）愛知県武道館第 1 競技場 

 

部  門 優勝 準優勝 3 位 3 位 

幼児男子 青木琉亜（空會館） 伊藤陽飛（桜塾） 福山傑友（全真会館名古屋） 藤原昂大（空會館） 

小学 1 年男子 金﨑蓮太郎（祐心会） 中久木 馨（真誠塾） 佐々木奨真（桜塾） 池田幸信（輪道会） 

小学 2 年男子 横井陽東（新誠會） 鷲見琉颯（桜塾） 大岩竜大（栄神会） 小田朝陽（栄神会） 

小学 3 年男子 29kg 未満 河合琉月（大上會） 大倉雄太郎（男塾） 吉田 善（桜塾） 吉田 類（桜塾） 

小学 3 年男子 29kg 以上 田中 湊（閃捷塾） オウ テリ（闘英館） 大塚公喜（男塾） 渡邉 樹（祐心会） 

小学 4 年男子 32kg 未満 鷲見琉斗（桜塾） 早河優空（空會館） 山本恋次（空會館） 川邉大起（拳心会館） 

小学 4 年男子 32kg 以上 本松大芽（空會館） 祖父江洋斗（清凛館） 横井敬人（新誠會） 川合寛斗（極真松田） 

小学 5 年男子 37kg 未満 柳田凌央（桜塾） 伊藤大稀（桜塾） 角 颯人（遂心塾） 山本瑛斗（輪道会） 

小学 5 年男子 37kg 以上 丸茂拓登（七州会） 山田幸乃丞（佐藤道場） 小﨑太雅（真誠塾） 中西啓太（闘英館） 

小学 6 年男子 43kg 未満 河合利亜斗（大上會） 大曽根愛斗（極真浜井） 菅原一惺（七州会） 夏目玲皇（桜塾） 

小学 6 年男子 43kg 以上 祖父江海斗（清凛館） 加藤陽生（空會館） 西ケ迫春人（男塾） 田中陽彩（学心会） 

中学 1 年男子 45 ㎏未満 桐原歩夢（闘英館） 山本勇心（空會館） 服部匠真（清武會） 田口心道（闘英館） 

中学 1 年男子 55ｋｇ未満 各務壮祐（極真浜井派） 森田獅陽（波導館） 河下怜楽（閃捷塾） 伊藤 開（真誠塾） 

中学 1 年男子 55ｋｇ以上 丸茂雄太（七州会） 都築梨玖（闘英館） 山本心太郎（峰武塾） 押川耀隼（輪道会） 

中学 2～3 年男子 50kg 未満 加藤宥希（祐心会） 清水悠生（桜塾） 山口純永（桜塾） 鷲見琉月（桜塾） 

中学 2～3 年男子 60ｋｇ未満 伊東晃玖（真正会） 田淵 海（七州会） 田中梗吾（閃捷塾） 佐藤誠真（空武會） 

中学 2～3 年男子 60ｋｇ以上 柳井星七（空身館） 中村海晴（桜塾） 間宮隆斗（神谷塾） 瀬藤厳太（極真松田） 

高校男子 ６０㎏未満 氏原陸登（桜塾） 鈴木佑多（桜塾） 小椋稜也（仰拳塾） 森 思温（桜塾） 

高校男子 ７０㎏未満 加藤琉雅（桜塾）    



高校男子 ７０㎏以上 前田竜太郎（七州会） 嶋 章伍（桜塾）   

幼児女子 冨田和花（桜塾） 小池瑠璃（聖拳武館） 吉田結香（桜塾） 杉原紗矢（JKK） 

小学 1 年女子 竹中椎菜（桜塾） 久野由衣菜（立志会） 高木彩也華（ノーティー） 吉岡レイチェル（七州会） 

小学 2 年女子 服部愛夢（佐藤道場） 髙野ひおり（祐心会） 三谷明愛（七州会） 田代詩織（祐心会） 

小学 3 年女子 都築梨那（闘英館） 鰐部瑛南（空身館） 駒田好奏（松武館） 吉田楓華（桜塾） 

小学 4 年女子 32kg 未満 コルニエンコ仁香（祐心会） 瀬戸口紗愛（立志会） 酒井星來（桜塾） 林 結乃（空會館） 

小学 4 年女子 32kg 以上 福山由真（全真会館） 工藤心音（空身館） 田口柚衣（波導館） 谷口梨花（祐心会） 

小学 5 年女子 37kg 未満 酒井星奈（桜塾） 山下美音（輪道会） 森下優花（聖流拳真会） 内田麗汎（久保田） 

小学 5 年女子 37kg 以上 鰐部比奈子（空身館） 井口結月（久保田） 玉木 陽（栄神会） 井村まどか（輪道会） 

小学 6 年女子 43kg 未満 野嶋 紗（新誠會） 夏目玲菜（桜塾） 渡邉 藍（桜塾） 伊藤結音（桜塾） 

小学 6 年女子 43kg 以上 中島美優（学心会） 民田優芽（遂心塾） 勝連未結菜（祐心会） 有賀咲乃（神谷塾） 

中学 1 年女子 45 ㎏未満 野口紗愛来（聖拳武館） 影山夕夏（桜塾） 竹下実央（ノーティー） 小松佳苗（遂心塾） 

中学 1 年女子 45kg 以上 木下綾乃（波導館） 太田琉渚（桜塾） 林 美月（心想流和田）  

中学 2～3 年女 45kg 未満 コルニエンコ夢乃奈（祐心会） 髙尾綺星（桜塾） 鈴木乃彩（桜塾）  

中学 2～3 年女子 52kｇ未満 澤井柚希（聖流拳真会） 奥村沙來（祐心会） 水谷 藍（久保田道場） 中森麻乃（光武会館） 

中学 2～3 年女子 52ｋｇ以上 立山梨緒（森道場） 丸橋莉緒（松武館） 坂倉花菜（全真会館四日市）  

高校女子 48 ㎏未満 粥川愛菜（桜塾） 平原 奏（遂心塾） 加藤希美（祐心会） 八木沙公良（桜塾） 

高校女子 55 ㎏未満 山﨑星蘭（桜塾）    

高校女子 55 ㎏以上 小林由依菜（桜塾） 千保七海（七州会） 金光ルミコ（祐心会） 尾原亜美（桜塾） 

 


