
第1回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会　二日目入賞結果

階級番号 階級名

23 小学5年生　男子　軽量級 村上  雄哉 聖心會 桑野　瑠 修慧会 馬場　大河 新極真会　福岡支部 伊藤　大稀 桜塾

24 小学5年生　男子　中量級 山口　叶来也 武立会館 大西　敦己 新極真会　江戸川道場 古賀　健士朗 新極真会　福岡支部 山口　紘輝 新極真会　福岡支部

25 小学5年生　男子　軽重量級 冨山　莉王 新極真会　川崎東湘南支部 奥村　勇仁 士衛塾　石川県支部 中尾　栞一朗 新極真会　江戸川道場 初鹿 仁紀 新極真会　江戸川道場

26 小学5年生　男子　重量級 竹永　龍也 桜塾 小島   蕉也 桜塾 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 坂本　琥聖 新極真会　江戸川道場

27 小学5年生　女子　軽量級 中谷　桜彩 魚本流空手拳法連盟 山本　乃愛 七州会 岡田　真弓禾 新極真会　愛知中央支部 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会

28 小学5年生　女子　重量級 仁田水　咲良 誠真会館 我那覇　優羽 七州会

29 小学6年生　男子　軽量級 岩下　尚親 新極真会　江戸川道場 橋本　頼輝 新極真会　栃木支部 小泉　そら 飛馬道場 土田　彪眞 谷岡道場

30 小学6年生　男子　中量級 谷口　遼磨 聖心會 荒田　陽向 圏彗會 奥村　一真 極真空手中崎道場 小嶋　隼飛 谷岡道場

31 小学6年生　男子　軽重量級 祖父江　海斗 清凛館 寺澤　翼 新極真会　総本部 吉岡　将斗 桜塾 池田 瑛都 極真会館　浜井派

32 小学6年生　男子　重量級 村田　哲成 新極真会　福岡支部 吹上　優天 光山会 平倉  達哉 桜塾 木村 拳 新極真会　江戸川道場

33 小学6年生　女子　軽量級 中村　碧葉 極真会館　浜井派 丸本　依央奈 桜塾 安田　愛梨 日本国際空手協会 内田　悠々 日本国際空手協会

34 小学6年生　女子　重量級 勝谷　梨生 新極真会　愛知中央支部 吉田　利々菜 桜塾 小林　央佳 白蓮会館 諸井　陽 函館空手スクール

35 中学1年生　男子　軽量級 正木　翔夢 七州会 桐原　歩夢 世界闘英館空手道

36 中学1年生　男子　中量級 和田　凜太郎 極真拳武會　さいたま浦和支部 田口　心道 世界闘英館空手道

37 中学1年生　男子　軽重量級 各務　壮祐 極真会館　浜井派 石田　颯天 新極真会　厚木・赤羽支部 澤　洸太朗 武奨館　吉村道場 伊藤　開 真誠塾

38 中学1年生　男子　重量級 丸茂　雄太 七州会 岡田　全史 新極真会　愛知中央支部 成田　聡 新極真会　東京城南川崎支部 小森　光 新極真会　岐阜支部

39 中学1年生　女子　軽量級 西山　空那 JKJO中部地区 神田　桃香 聖心會 水上　愛粋 極真会館　浜井派 前野　姫輝 新極真会　厚木・赤羽支部

40 中学1年生　女子　重量級 酒井　希羽 七州会 高橋　苺愛 桜塾

41 中学2・3年生　男子　軽量級 岩下　侑誠 新極真会　江戸川道場 加藤　宥希 祐心会 福田　拓海 真誠塾 上地　一琉 久保田道場

42 中学2・3年生　男子　軽中量級 松田　流誠 桜塾 鈴木　羅琥斗 新極真会　静岡支部 大坪　星太 新極真会　福岡支部 森　翔哉 新極真会　高知支部

43 中学2・3年生　男子　中量級 山川　慧大 真誠塾 小野寺　龍亮 水滸會無限塾 今　総一郎 水滸會丈夫塾 有田  空矢 龍士會

44 中学2年生　男子　軽重量級 山中　一成 社団法人極真会館　東京都佐藤道場 三浦　大和 新極真会　西神奈川支部 後藤　馨基 新極真会　宮崎中央道場 本多　帝雅 誠真会館

45 中学2年生　男子　重量級 藤田　琥也 桜塾 山田　祐輝 新極真会　江戸川道場 楠目　桃大 新極真会　高知支部 田中　八雲 新極真会　愛知中央支部

46 中学3年生　男子　軽重量級 岡田　凌平　 桜塾 村上　四季 新極真会　東京ベイ港支部

47 中学3年生　男子　重量級 三木　翔斗 至道会館 花香　琢磨 社団法人極真会館　埼玉県木村道場

48 中学2・3年生　女子　軽量級 岩永　唯伽 桜塾 長谷川　桃子 極真拳武會　さいたま浦和支部

49 中学2・3年生　女子　中量級 水谷　藍 久保田道場 岩口　紗藍 清凛館

50 中学2・3年生　女子　重量級 竹永　美渚 桜塾 成田　薫実 七州会 森　涼葉 新極真会　高知支部 佐藤　夢玲 雅

51 高校生　男子　軽量級 岩永　勝亮 桜塾 藤本　政孝 新極真会　福岡支部 氏原　陸登 桜塾 鈴木　佑多 桜塾

52 高校生　男子　軽中量級 新里　誠光 武立会館 藤本　充孝 新極真会　福岡支部 栄　丈太郎 新極真会　奄美支部 森岡　翔 桜塾

53 高校生　男子　中量級 秋山　蓮 中山道場 中山　星音 桜塾 西田　雄登 光武会館 北嶋　治将 新極真会　東京城南川崎支部

54 高校生　男子　軽重量級 水谷　翔 久保田道場 小林　翔 新極真会　神奈川東横浜支部

55 高校生　男子　重量級 中島　健心 新極真会　大阪北支部 越後　麗央 水滸會丈夫塾 遠田　竜司 新極真会　江戸川道場 高橋　耕介 新極真会　群馬支部

56 高校生　女子　軽量級 宇都宮 美咲 新極真会　大阪神戸湾岸支部 藤井　彩心 中山道場 土屋　柚稀 新極真会　神奈川東横浜支部 相川　実黎 極真拳武會　さいたま浦和支部

57 高校生　女子　中量級 仁科  つむぎ 新極真会　奄美支部 冨村　日花 新極真会　神奈川東横浜支部 山崎　星蘭 桜塾 梅澤　彩音 新極真会　神奈川東横浜支部

58 高校生　女子　重量級 小林　由依菜 桜塾 井上 ほの花 新極真会　東京城南川崎支部
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