
第17回全国ジュニア空手道選手権大会（2018/5/13）　試合結果表

年中 本杉　一騎 立志会

年長 田代　夏葵 極真城南旗の台 本田　薫平 吉田塾

小1初級 井出　優輝 極真神奈川座間 鈴木　慶吾 SKC武心館 川﨑　獅王 義和流拳法 金子　茉莉香 MAC本部

小1女子上級 井上　優莉愛（済） 極真千葉小嶋

小1男子上級 酒井　陽向（済） 立志会 松本　常 桜琳塾

片岡　聖翔 極真埼玉木村 小野寺　瑛人 極真神奈川野庭 若原　光 KWF極真千葉 山川　力哉登 芦原会館千葉大宮

柴崎　心希 極真神奈川秦野 上村　海翔 義和流拳法 柿木　勇人 極真城南武蔵小山 高橋　虎太郎 如心館

小2中級 山本　琉士郎 拳友会中山 山本　虎我 義和流拳法

小2上級 山口　叶来也（済） ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 渋谷　優河（済） 勇進会 坂間　陽桐 勇進会 春山　大空（済） ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小3初級 竹中　美羽 MAC本部 塩澤　采芽 MAC西袋 丸尾　真美 吉田塾 増井　凰介 極真神奈川秦野

小3中級 加木　大源 極真東京佐藤 山下　弘兼 士衛塾総本部 綾部　晄大 正伝流中村道場 杉渕　敬人 極真東京佐藤

小3女子上級 本田　夏 吉田塾 長塚　唯 桜琳塾

祖父江　海斗 清凛館 松原　晟太郎（済） 如心館 笠間　駿平 極真拳武會菅野 長谷川　凰星 勇進会

大曽根　愛斗 極真浜井愛知石川 佐藤　海璃 極真下町金町 門田　唄侍 飛馬道場 吉冨　創太 清凛館

小4初級 石塚　陽柊 極真東京佐藤 宇佐美　怜生 極真神奈川秦野 清水　太智 極真神奈川野庭 有井　澄海 極真城南武蔵小山

小4中級 戸田　龍水 光誠会 髙野　悠杏 MAC川崎宮前平 中川　真治 極真下町金町 山本　蒼士郎 拳友会中山

小4女子上級34kg未満 安田　四季 星和会館

小4女子上級34kg以上 片栁　美咲（済） 極真栃木大平

高村　子浩 勇進会 檮木　海 極真浜井愛知石川 佐藤　航太 吉田塾 山下　琥太郎（済） 吉田塾

小林　元輝 極真東京佐藤 桜井　奏輔 大鹿道場 物江　恭太朗 五十嵐道場 江口　幸太 勇進会

小4男子上級34kg以上 本杉　一颯（済） 立志会 上岡　遙人（済） 極真栃木大平

小5初級 西場　翔希矢 MAC西袋 塩澤　理貴 MAC西袋 小山　颯太 極真東京佐藤 佐藤　慶心 極真東京佐藤

小5女子上級38kg未満 岩口　紗藍（済） 清凛館 岩崎　純菜 極真栃木大平

小5女子上級38kg以上 齋藤　絆菜 飛馬道場

酒井　暖（済） 立志会 石田　虎琉 拳真流チームアキラ 桑原　右京 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 片岡　竜馬 極真浜井愛知石川

飯塚　晄太朗 極真拳武會菅野 鵜澤　隼世 勇進会 辻　浩優 芦原会館千葉大宮 山中　一成 極真東京佐藤

小5男子上級38kg以上 谷口　一哉（済） 義和流拳法 波木井　陽夏（済） 白蓮湘南鎌倉

小6初級 木村　美沙希 拳友会中山 市野　慶 武立会館 渡辺　蓮 如心館 千葉　恵太郎 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小6女子上級43㎏未満 山村　優奈（済） 極真東京佐藤 若林　結 礼心会

小6女子上級43㎏以上 鵜沢　向日葵（済） 勇進会 鈴木　夏妃 SKC武心館

小6男子上級43kg未満 大野　優心 桜琳塾 吹野　晏士 KWF極真千葉 板谷　直來 清凛館 笹本　青 極真拳武會菅野

小6男子上級43kg以上 鈴木　斗大（済） 極真安斎福島 平林　堅心 武立会館 野﨑　丈虎 MAC本部 大場　孔揮（済） 勇進会

中1女子47㎏未満 浅沼　華南 MAC横浜仲町台

中1女子47㎏以上 諏訪本　わかな（済） 総極真釘嶋

中2・3女子52㎏未満 吉田　優輝（済） 吉田塾 三ヶ島　玲奈 礼心会

中2・3女子52㎏以上 石綿　千乃（済） 同志会 本田　志帆（済） 吉田塾

中1男子50kg未満 吉田　渓人 KWF極真千葉 今関　龍太 吉田塾 石綿　元 同志会 戸田　龍将 光誠会

中1男子50kg以上 清水　怜央 白蓮湘南鎌倉 須藤　泰冴 正伝流中村道場

中2・3男子55kg未満 池田　健将 極真神奈川座間 佐藤　海斗 足立真西會 永嶋　樹 KWF極真千葉 金岡　陽大 吉田塾

中2・3男子55kg以上 八谷　昌輝 極真宮城 細矢　秀太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

高1男子60kg未満 丸山　将悟 義和流拳法

高1男子60kg以上 小嵜　太陽 五十嵐道場 佐久間　凱 士衛塾総本部

高2･3男子65kg未満 髙木　龍哉（済） SKC武心館

高2･3男子65kg以上 若林　巧人（済） 義和流拳法

小4男子上級34未満 敢　闘　賞

小5男子上級38kg未満 敢　闘　賞

準決勝対戦相手が優勝の為 準決勝対戦相手が2位の為

小2初級 敢　闘　賞

階級名

小3男子上級

3位（順位4位）

全日本大会出場権獲得者上位4名　（済）は既得権者

優勝 準優勝
3位（順位3位）

敢　闘　賞
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小1女子上級 堀内　楓（済） 極真神奈川港北 伊藤　美月 極真千葉五常中川

小1男子上級 渡邉　蒼生 光誠会 田中　一誠 光誠会

小2女子上級 小島　明桜（済） 北峰会

小3女子上級 大髙　流歌（済） 極真埼玉木村 鵜澤　帆波 勇進会

小4女子上級34未満 岡村　澪乃（済） MAC湘南 加古　琴心（済） 極真下町金町 千葉　香 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小4女子上級34以上 吹野　珠愛 KWF極真千葉

小4男子上級34以上 細内　大翔 極真栃木大平 瀧口　雅斗 吉田塾

小5女子上級38未満 加木　美咲 極真東京佐藤 今関　玲亜 吉田塾

小5女子上級38以上 齋藤　耀歩 飛馬道場 三ヶ島　小夏（済） 礼心会 北口　瑠杏 極真栃木足利

小5男子上級38以上 市川　瑛大 北峰会 小林　佑輔 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小6女子上級43未満 高橋　有沙 極真宮城 戸川　夕渚 桜琳塾

小6女子上級43以上 岩口　花凛（済） 清凛館 小川　瑞樹 勇進会

中1女子47未満 入谷　果子 優志館

中1女子47以上 岩間　未来（済） 極真神奈川野庭 塚本　実莉 極真城東新小岩 伊藤　舞美 極真千葉五常中川

中1男子50以上 秦　涼介 光誠会 加藤　幸芽（済） 飛馬道場

中2･3女子52未満 片岡　風香（済） 極真浜井愛知石川 一瀨　眞尋（済） 吉田塾

中2・3女子52以上 上野　耀子（済） 極真栃木真岡 脇田　優泉 礼心会

中2・3男子55以上 花岡　拓海 正伝流中村道場 熱田　拓（済） KWF極真千葉

高1男子60未満 山下　翔 清凛館 小野　航河 極真宮城

高1男子60以上 五十嵐　充 士衛塾総本部 今村　大和 極真埼玉木村

高2・3男子65未満 永嶋　克成 KWF極真千葉 鳥居　寛司（済） 極真浜井木島 桑原　壮平 極真東京佐藤

高2･3男子65以上 志賀　幸弘 波立塾 目崎　嵐丸（済） 極真神奈川港北

階級
選抜2位 選抜3位 選抜4位

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の為 準決勝対戦相手が2位の為


