
カテゴリー　(1月～3月) 選手名 道場名 選手名 道場名 選手名 道場名 選手名 道場名

幼児男子 豊田　湊大 桜武会　本部 大岩　蓮大 栄神会 川口　煌稀 桜塾 太田　翔太 桜塾

小学1年男子 高田　優玄 栄神会 齋藤　大翔 七州会 伊藤　陽飛 桜塾 古本　旭 桜塾

小学2年男子 藤原　熙乃 空會館 金﨑　蓮太郎 祐心会 小野寺　逞 桜塾 竹下　愛恭 桜塾

小学3年男子29kg未満 大岩　竜大 栄神会 宮本　琥斗良 新誠會 齋藤　翔和 七州会 石黒　輝士 七州会

小学3年男子29kg以上 杉山　雄映 祐心会尾張旭 密井　翔馬 閃捷塾 髙橋　快夢 学心会 北川　怜歩 祐心会尾張旭

小学4年男子32kg未満 安藤　暖琉 正道会館　新心館 大倉　雄太郎 男塾名東本部 吉田　善 桜塾 吉田　類 桜塾

小学4年男子32kg以上 田中　湊 閃捷塾 荒木 堆成 世界闘英館空手道 戸次　健人 世界闘英館空手道 新實　礼磨 立志会

小学5年男子37kg未満 祖父江　洋斗 清凛館 山本　恋次 空會館 早河　優空 空會館 東　信輝 新誠會

小学5年男子37kg以上 本松　大芽 空會館 酒井　陽向 立志会 岡村　銀士 七州会 中西　涼青 輪道会

小学6年男子43kg未満 山本　瑛斗 輪道会 柴田　空河 学心会 渡部　絢斗 遂心塾 柳田　凌央 桜塾

小学6年男子43kg以上 小島　蕉也 桜塾 駒田　來星 松武館高野尾支部 堀江　遥希 桜塾 山田　幸乃丞 武神　佐藤道場

中学1年男子45kg未満 稲垣　龍芽 JKK聖拳武館 鈴木　騎士 桜塾 菅原　一惺 七州会 鈴木　哉向 桜塾

中学1年男子55kg未満 加藤　陽生 空會館 稲石　夢斗 桜塾 瀬戸口　大誠 立志会 竹内　望人 七州会

中学1年男子55kg以上 密井　龍一郎 閃捷塾 内田　全祇 久保田道場 小島　澪 桜塾 平倉　達哉 桜塾

中学2～3年男子50kg未満 桐原　歩夢 世界闘英館空手道 田口　心道 世界闘英館空手道 加藤　彪太郎 桜塾 野村　魁希 桜塾

中学2～3年男子60kg未満 各務　壮祐 極真浜井派愛知石川 大西　泰地 光武会館 笹山　優太 JKK 森　絢二郎 森道場

中学2～3年男子60kg以上 石田　虎琉 拳真流チームアキラ 丸茂　雄太 七州会 中島　悠聖 祐心会 有賀　巧真 神谷塾

高校男子60㎏未満 氏原　陸登 桜塾 林　諒芽 桜塾 森　思温 桜塾 梶村　充城 桜塾

高校男子70㎏未満 加藤　琉雅 桜塾 田淵　海 七州会 柳井　星七 空身館 八田　銀琉 桜塾

高校男子70㎏以上 岩田　瑠斗 祐心会 前田　竜太郎 七州会 瀬藤　厳太 極真松田道場

幼児女子 金﨑　澪愛 祐心会 久野　陽菜美 立志会 出町　咲奈 七州会 大髙　紗渚 神谷塾

小学1年女子 冨田　和花 桜塾 福山　咲耶 世界闘英館空手道 小池　瑠璃 JKK聖拳武館 浅井　希音 極真松田道場

小学2年女子 竹中　椎菜 桜塾 日下部　月雲 七州会 飯尾　茉奈 闘龍會　本部 金谷　瑠夏 空身館

小学3年女子 冨田　華帆 桜塾 髙野　ひおり 祐心会 八田　かれん 正道会館　新心館 三谷　明愛 七州会

小学4年女子32kg未満 成田　笑瑠 正道会館　新心館 下野　いろは 清凛館 吉崎　愛里 学心会 川添　心琴 一心学舎

小学4年女子32kg以上 久保原　希子 武神　佐藤道場 鰐部　瑛南 空身館 駒田　好奏 松武館高野尾支部 影山　小桃 桜塾

小学5年女子37kg未満 伊藤　圭音 桜塾 林　結乃 空會館 コルニエンコ仁香 祐心会尾張旭 酒井　星來 桜塾

小学5年女子37kg以上 田島　里紗 桜塾 八田　凪々香 桜塾 田口　柚衣 波導館総本部 後田　梅里 桜塾

小学6年女子43kg未満 大澤　柚月 神谷塾 飯尾　怜奈 闘龍會　本部 松元　みそら 闘龍會　本部 山下　美音 輪道会

小学6年女子43kg以上 井口　結月 久保田道場 玉木　陽 栄神会 林　芽衣奈 心想流和田道場 鰐部　比奈子 空身館

中学1年女子45kg未満 丸本　依央奈 桜塾 野嶋　紗 新誠會 渡邉　藍 桜塾 加藤　愛琉 森道場

中学1年女子45kg以上 勝連　未結菜 祐心会 中島　美優 学心会 有賀　咲乃 神谷塾 中世古　幸那 仁友会本部

中学2～3年女子45kg未満 コルニエンコ夢乃奈 祐心会尾張旭 西田　玲那 光武会館 奥村　幸美 心想流和田道場 髙尾　綺星 桜塾

中学2～3年女子52kg未満 野口　紗愛来 JKK聖拳武館 太田　琉渚 桜塾 松元　みちる 闘龍會　本部 林　美月 心想流和田道場

中学2～3年女子52kg以上 飯尾　ゆな 闘龍會　本部

高校女子48㎏未満 奧村　沙來 祐心会尾張旭 代　源 桜塾 平原　奏 遂心塾 久野　莉豆 閃捷塾

高校女子55㎏未満 太田　万結 祐心会

高校女子55㎏以上 小山田　陽奈 祐心会 徳丸　寧々 一心学舎

第17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　権利該当者
※繰り上げはベスト8から2名まで


