
第18回全国ジュニア空手道選手権大会（2019/5/26）　試合結果表

年中 松原　龍也 北峰会

年長女子 角田　ひより 飛馬道場

年長男子 井上　豪 光誠会

小1男子初中級 野見山　然宇 白蓮湘南鎌倉

小1女子選抜 照喜名　仁華 極真千葉小嶋

小1男子選抜 冨山　莉玖羽 (既) 吉田塾 田代　夏葵 極真拳武會菅野

小2女子初中級 竹下　香帆 MAC本部 深谷　莉愛 波立塾

小2男子初級 白澤　恵翔 優志館 小葉田　璃生 桜琳塾 松本　直太郎 MAC横浜仲町台 橋本　虎汰郎 極真東京川端

小2男子中級 鶴見　拓磨 極真拳武會菅野

小2女子選抜 福島　古都 (既) 義和流拳法 金子　茉莉香 MAC本部

小2男子選抜 波木井　春陽 白蓮湘南鎌倉 渡邉　蒼生 光誠会 祖父江　洋斗 (既) 清凛館 橋本　大和 極真福島安斎

小3女子初中級 和工田　笑莉 極真下町金町

小3男子初級 片山　駿 極真城南田町 安部　舜太 光誠会 宮本　秀幸 極真城南武蔵小山 勝　清真 白蓮湘南鎌倉

小3男子中級 永田　琉晟 義和流拳法 片岡　聖翔 極真埼玉木村 柿木　勇人 極真城南武蔵小山 金澤　謙心
極真拳武會さいたま
浦和

小3女子選抜 三ヶ島　なな 礼心会

小3男子選抜 山口　叶来也 (既) 武立会館 山本　琉士郎 (既) 拳友会中山 冨山　莉王 (既) 吉田塾 坂間　陽桐 (既) 勇進会

小4女子初中級 澤田　莉奈 極真東京佐藤

小4男子初級 奈良　蒼仁 光誠会 白澤　優翔 優志館 大木　敬佑 拳友会国際総本部 伊藤　大河 瑞心道場

小4男子中級 笠間　駿平 極真拳武會菅野 杉渕　敬人 極真東京佐藤

小4女子選抜34未満 尾場　心彩 (既) MAC本部

小4女子選抜34以上 本田　夏 (既) 吉田塾

小4男子選抜34未満 祖父江　海斗 (既) 清凛館 山下　颯志郎 (既) 吉田塾 小岩井　咲空 桜琳塾 門田　唄侍 飛馬道場

小4男子選抜34以上 大鹿　倫毅 大鹿道場 長谷川　凰星 勇進会

小5女子初中級 山本　幸奈 極真城東新小岩

小5男子初中級38未満 石塚　陽柊 極真東京佐藤 福田　麗雄 龍拳會 須藤　光太郎 吉田塾 髙山　蒼悟 拳友会中山

小5男子初中級38以上 川村　光翼 極真神奈川野庭

小5女子選抜38未満 福島　千代 (既) 義和流拳法 岡村　澪乃 MAC湘南

小5女子選抜38以上 片栁　美咲 (既) 極真栃木大平

和田　凜太郎 (既)
極真拳武會さいたま
浦和

門馬　凛志
極真拳武會さいたま
浦和

桜井　奏輔 大鹿道場 山下　琥太郎 吉田塾

石原　翔 白蓮湘南鎌倉 岩野　歩夢 拳友会中山 檮木　海 極真愛知石川 高村　子浩 勇進会

小5男子選抜38以上 上岡　遙人 極真栃木大平 山本　貫太 極真下町金町 小田島　悠翔 拳友会中山 五味　結雅 (既) 飛馬道場

小6女子初中級 中村　真央 極真東京佐藤

小6男子初中級43未満 浅沼　悠 MAC横浜仲町台 橋爪　航青 武立会館 前田　和朝 極真神奈川港北 塩澤　理貴 MAC西袋

小6女子選抜43未満 岩口　紗藍 (既) 清凛館 岩崎　純菜 極真栃木大平

小6女子選抜43以上 齋藤　絆菜 (既) 飛馬道場

小6男子選抜43未満 山中　一成 (既) 極真東京佐藤 飯塚　晄太朗 極真拳武會菅野 冨山　未来斗 吉田塾 桑原　右京 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小6男子選抜43以上 市川　瑛大 北峰会 門之園　龍我 MAC川崎宮前平

中1男子初中級50未満 津坂　直哉 正伝流中村道場

中1男子初中級50以上 澤井　駿介 光誠会

中1女子選抜47未満 岩口　花凛 (既) 清凛館 下野　真央 清凛館

中1女子選抜47以上 鵜沢　向日葵 (既) 勇進会

中1男子選抜50未満 荒　義隆 士衛塾総本部 岡村　漣 (既) 極真神奈川座間

中1男子選抜50以上 平林　堅心 武立会館 鈴木　斗大 極真福島安斎

中2女子選抜50未満 秋葉　花音 拳友会国際総本部

中2男子選抜53未満 今関　龍太 (既) 吉田塾 伊柳　遥翔 SKC武心館

中2男子選抜53以上 加藤　幸芽 飛馬道場

中3女子選抜52未満 照喜名　優輝 極真千葉小嶋

中3男子選抜55未満 平川　翔大 MAC本部

中3男子選抜55以上 熱田　拓 (既) KWF極真千葉 金岡　陽大 吉田塾

小5男子選抜38未満 以下、小5男子選抜38未満・敢闘賞

準決勝対戦相手が優勝 準決勝対戦相手が2位
階級名

3位（順位4位）
優勝 準優勝

3位（順位3位）
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準決勝対戦相手が優勝 準決勝対戦相手が2位
階級名

3位（順位4位）
優勝 準優勝

3位（順位3位）

高1男子選抜60未満 皆本　丈 西湘大井ジム

高1男子選抜60以上 八谷　昌輝 (既) 極真宮城森

高2男子選抜63未満 増田　流星 拳友会国際総本部

高2男子選抜63以上 福永　匠真 KWF極真千葉

高3男子選抜65未満 福田　汐音 MAC西袋

高3男子選抜65以上 足立　大地 拳蹴武会中島

小1女子選抜 小岩井　咲音 (既) 桜琳塾 佐藤　汐里 吉田塾 須藤　あかり 吉田塾

小1男子選抜 渋谷　維吹 勇進会 福田　恵大
極真拳武會有明千
鳥

小2女子選抜 佐藤　愛里 極真東京佐藤 沼田　佳音 拳友会国際総本部

小3女子選抜 柴崎　心希 極真神奈川秦野 笹本　朱里 極真拳武會菅野 小島　明桜 北峰会

小4女子選抜34未満 鵜澤　帆波 勇進会 (辞退) 内藤　茉凛 (既) 正伝流中村道場

小4女子選抜34以上 中村　奏凪 極真拳武會平和島 門之園　美莉愛 MAC川崎宮前平 長塚　唯 桜琳塾

小4男子選抜34以上 尾原　智也 極真東京佐藤 山口　斗央磨 拳蹴武会中島

小5女子選抜38未満 鈴木　はぐみ 桜琳塾 内保　美月 極真栃木

小5女子選抜38以上 吹野　珠愛 (既) KWF極真千葉 角田　璃子 拳友会国際総本部

小6女子選抜43未満 杉田　真彩 (既) 誠真会館清瀬 佐野　瑞祇 (既) ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小6女子選抜43以上 齋藤　耀歩 飛馬道場 三ヶ島　小夏 礼心会 大垣　春姫 (既) 拳翔館

小6男子選抜43以上 清水　竜吉 K-1ｼﾞﾑ大宮 梶原　基 清凛館

中1女子選抜47未満 内保　優月 極真栃木 木村　美沙希 (既) 拳友会中山

中1女子選抜47以上 小川　瑞樹 勇進会 物江　凛 五十嵐道場 鈴木　夏妃 SKC武心館

中1男子選抜50未満 吹野　晏士 KWF極真千葉 遠藤　大地 (既) KWF極真千葉

中1男子選抜50以上 大場　孔揮 (既) 勇進会 大野　優心 桜琳塾

中2女子選抜50未満 藤井　彩心 (既) 拳友会中山

中2男子選抜53未満 戸田　龍将 光誠会

中2男子選抜53以上 末長　耕介 極真拳武會菅野 小野　修矢 極真千葉小嶋 永井　彗星 (既) 北峰会

中3女子選抜52未満 渡辺　美月 相模原鈴木道場 金子　夏音 正伝流中村道場

中3男子選抜55未満 秋田　竜之介 五十嵐道場 (辞退) 江口　勇太 勇進会

中3男子選抜55以上 中村　笑太朗 極真宮城森 足立　大和 (既) 拳蹴武会中島

高1男子選抜60未満 五十嵐　慶翔 北峰会

高1男子選抜60以上 細矢　秀太 (既) ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 山口　祐摩 拳蹴武会中島 林　龍之介 勇進会

高2男子選抜63未満 小野　航河 極真宮城森

高2男子選抜63以上 小嵜　太陽 五十嵐道場 米田　連也 極真下町金町 大多和　星也 KWF極真千葉

高3男子選抜65未満 鳥居　寛司 (既) 極真静岡木島 菊池　悠斗 誠心会

高3男子選抜65以上 武半　耕周 SKC武心館

階級
選抜2位 選抜3位 選抜4位

全日本大会出場権獲得者上位4名　（済）は既得権者

下記選手は入賞していないが、全日本大会出場権を獲得した選手　（済）は既得権者

決勝戦出場者 準決勝対戦相手が優勝 準決勝対戦相手が2位


