
第2回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会　入賞結果

No. 階級名

1 幼年　男子　軽量級 玉浦　海輝 新極真会　福岡支部 佐藤　珀 新極真会　福岡支部 馬場　翔生 新極真会　福岡支部 渡辺　葵 新極真会　福岡支部

2 幼年　男子　重量級 沼田　謙翔 空手道無限勇進会 中山　舷宝 新極真会　福岡支部 坊下　蒼太朗 極真会館　浜井派 福田　尚央 新極真会　厚木・赤羽支部

3 幼年　女子　軽量級 牛尾　結 新極真会　東京江戸川道場

4 幼年　女子　重量級 小原　みつき 新極真会　厚木・赤羽支部

5 小学1年生　男子　軽量級 渡邊　剛 NPO法人国際空手拳法連盟　白蓮会館 城後　大和 真総合空手道　圏彗會 記虎　琉之心 一般社団法人 魚本流空手拳法連盟 中野　創一 新極真会　滋賀中央支部

6 小学1年生　男子　重量級 早坂　鎧 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 伊藤　正一郎 新極真会　福岡支部 太田　澄弥 新極真会　東京江戸川道場 伊東　樂 新極真会　大田南支部

7 小学1年生　女子　軽量級 福田　葵 新極真会　東京江戸川道場 岐部　月姫 新極真会　福岡支部

8 小学1年生　女子　重量級 奥村　亜瑠真 極真空手中崎道場 益子　珠季 新極真会　栃木支部

9 小学2年生　男子　軽量級 山本　楓真 新極真会　福岡支部 藤原　熙乃 JKJO中部地区 田中　劉聖 新極真会　東京江戸川道場 西　陽生 新極真会　福岡支部

10 小学2年生　男子　中量級 鬼頭　宗佑 新極真会　沖縄支部 太田  夏羽 新極真会　東京首都西支部 都地　諒 新極真会　福岡支部 前田　結斗 勇誠会井上道場

11 小学2年生　男子　重量級 滝本　恵介 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 長野　邦虎 新極真会　福岡支部 熊本　晟成 新極真会　福岡支部 喜多　遥都 新極真会　福岡支部

12 小学2年生　女子　軽量級 桑野　寧 特定非営利活動法人　空手道　修慧会 安部　美涼 空手道　光誠会 浅沼　心 新極真会　東京江戸川道場 安藤　椿七 新極真会　東京豊島支部

13 小学2年生　女子　重量級 尾﨑  心奏 日本実戦空手道　七州会 福井　紅彩 新極真会　福岡支部

14 小学3年生　男子　軽量級 浅沼　天 新極真会　東京江戸川道場 江川　悠馬 新極真会　福岡支部 小林　樹生 新極真会　福岡支部 三浦　大晟 新極真会　福岡支部

15 小学3年生　男子　中量級 鷲見　琉颯 桜塾 戸田　琳麻 新極真会　福岡支部 菰田　瑛斗 新極真会　東京江戸川道場 赤木 朝日 新極真会　大田南支部

16 小学3年生　男子　重量級 緑　晴 新極真会　福岡支部 藤田　莉王 JKJO北陸地区 西坂 瑠亜人 新極真会　新潟支部 礒部　礼 空手道無限勇進会

17 小学3年生　女子　軽量級 服部　愛夢 武神　佐藤道場 冨田　華帆 桜塾

18 小学3年生　女子　重量級 奥村　瑠依真 極真空手中崎道場 角田　ひより 飛馬道場 湯野　心々花 新極真会　福岡支部 渡部　マキ 新極真会　福岡支部

19 小学4年生　男子　軽量級 松本  空也 新極真会　福岡支部 大友 侃 新極真会　東京江戸川道場 佐藤　朔 新極真会　福岡支部 宮田　龍成 新極真会　福岡支部

20 小学4年生　男子　中量級 長谷川　陽祐 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 山口　大琥 新極真会　東京江戸川道場 鶴田　大洋 NPO法人国際空手拳法連盟　白蓮会館 小原　将輝 新極真会　厚木・赤羽支部

21 小学4年生　男子　重量級 早坂　飛侑駕 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 東力　伊織 JKJO北陸地区 尾﨑 威心 日本実戦空手道　七州会 多野　龍心 一般社団法人　国際空手道連盟　極真会館　石川県竹吉道場
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22 小学4年生　女子　軽量級 平  香里奈 新極真会　奄美支部 髙着　心海 極　誠武塾 竹中　希羽 桜塾 山本 美凰 新極真会　徳島北東あわじ支部

23 小学4年生　女子　重量級 髙橋　希歩 新極真会　東京江戸川道場 都築　梨那 世界闘英館空手道 對馬　彩月 函館空手スクール 鰐部　瑛南 JKJO中部地区

24 小学5年生　男子　軽量級 太田　蹴斗 新極真会　福岡支部 山内　理仁 新極真会　東京ベイ港支部 山本　恋次 JKJO中部地区 嶋津　龍仁 新極真会　愛知中央支部

25 小学5年生　男子　中量級 岡本　東真 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 米田　壮志 新極真会　佐賀筑後支部 甲斐田 彪我 新極真会　兵庫中央支部 江口 洋哉 新極真会　沖縄支部

26 小学5年生　男子　軽重量級 小泉　空 新極真会　東京山手支部 田井中　秀 桜塾 玉浦　海晴 新極真会　福岡支部 菊地　玄 聖武会館

27 小学5年生　男子　重量級 可知　来生 空手道　四葉会 橋本 一毅 NPO法人国際空手拳法連盟　白蓮会館 田中　一誠 空手道　光誠会 宮﨑　絆守 新極真会　福岡支部

28 小学5年生　女子　軽量級 福島　古都 義和流拳法 吉田谷　蘭 JKJO中部地区 川中　杏莉良 新極真会　福岡支部 村田　愛純 新極真会　福岡支部

29 小学5年生　女子　重量級 熊谷 凜 空手道　光誠会 伊藤　千愛 日本空手連盟　誠真会館 網川　咲夢 新極真会　福岡支部 岡村　遥乃 空手道MAC

30 小学6年生　男子　軽量級 村上　雄哉 日本空手道連盟　聖心會 一ノ瀬　蓮介 新極真会　東京江戸川道場 馬場　大河 新極真会　福岡支部 大黒　宏倫 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部

31 小学6年生　男子　中量級 中崎　偉月 新極真会　福岡支部 古賀　健士朗 新極真会　福岡支部 大西　敦己 新極真会　東京江戸川道場 渡　颯羅 新極真会　福岡支部

32 小学6年生　男子　軽重量級 冨山　莉王 新極真会　川崎東湘南支部 木原 悠寿 新極真会　福岡支部 山根　晴 新極真会　福岡支部 廣瀬　陽向 新極真会　福岡支部

33 小学6年生　男子　重量級 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 佐藤　有将 新極真会　東京江戸川道場 丸茂　拓登 日本実戦空手道　七州会 小島  蕉也 桜塾

34 小学6年生　女子　軽量級 佐藤　恵茉 真総合空手道　圏彗會 岡田　真弓禾 新極真会　愛知中央支部 山本　乃愛 日本実戦空手道　七州会 権出　小春 日本空手道連盟　聖心會

35 小学6年生　女子　重量級 鈴木　成実 新極真会　厚木・赤羽支部 緑　絢音 新極真会　福岡支部 鈴木　ねねあ 新極真会　茨城県央支部 仁田水　咲良 日本空手連盟　誠真会館

36 中学1年生　男子　軽量級 岩下　尚親 新極真会　東京江戸川道場 奥村　一真 極真空手中崎道場 佐藤　竜大 一般社団法人　国際空手道連盟　極真会館　関西総本部 土田　彪眞 実戦空手道　谷岡道場

37 中学1年生　男子　中量級 荒田　陽向 真総合空手道　圏彗會 横島　玄武 新極真会　福岡支部 小嶋　隼飛 実戦空手道　谷岡道場 新見　陽仁 新極真会　静岡支部

38 中学1年生　男子　軽重量級 祖父江　海斗 清凛館 加藤　陽生 JKJO中部地区 寺澤　翼 新極真会　総本部 小林　幸太郎 新極真会　世田谷・杉並支部

39 中学1年生　男子　重量級 村田　哲成 新極真会　福岡支部 吹上 優天 空手道　光山会 石黒　晴葵 新極真会　愛知中央支部 長谷川　凰星 空手道無限勇進会

40 中学1年生　女子　軽量級 丸本　依央奈 桜塾 内田　悠々 一般社団法人　日本国際空手協会 野嶋　紗 新格闘技柔空手　新誠會 田中　杏 一般社団法人　日本国際空手協会

41 中学1年生　女子　重量級 上野　来実 空手道　真結氣 勝谷　梨生 新極真会　愛知中央支部

42 中学2年生　男子　軽量級 正木　翔夢 日本実戦空手道　七州会 桐原　歩夢 世界闘英館空手道
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43 中学2年生　男子　中量級 和田　凜太郎 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部 各務　壮祐 極真会館　浜井派

44 中学2年生　男子　軽重量級 古賀　仁汰 新極真会　福岡支部 石田　颯天 新極真会　厚木・赤羽支部 山中　琥太郎 新極真会　東京首都西支部 原田　隆之介 新極真会　福岡支部

45 中学2年生　男子　重量級 丸茂　雄太 日本実戦空手道　七州会 辰巳　存 聖武会館

46 中学2年生　女子　軽量級 高橋　苺愛 桜塾 福島　千代 極真武道空手連盟　極真拳武會　さいたま浦和支部

47 中学2年生　女子　重量級 酒井　希羽 日本実戦空手道　七州会 三間　奏音 勇誠会井上道場

48 中学3年生　男子　軽量級 加藤　宥希 日本伝空手道陪劭流　祐心会 柴田　拓弥 新極真会　東京江戸川道場

49 中学3年生　男子　中量級 今　総一郎 一般社団法人北海道空手道協会　水滸會丈夫塾

50 中学3年生　男子　軽重量級 後藤 馨基 新極真会　宮崎中央道場

51 中学3年生　男子　重量級 藤田　琥也 桜塾

52 中学3年生　女子　軽量級 岩口　紗藍 清凛館

53 中学3年生　女子　重量級 水谷　藍 日本空手道　久保田道場

54 高校生　男子　軽量級 上野　奏貴 空手道　真結氣 土岐　剛 新極真会　愛知中央支部

55 高校生　男子　軽中量級 岡田　凌平 桜塾 田淵　海 日本実戦空手道　七州会 山川　慧大 全日本空手道　真誠塾 今関　龍太 新極真会　川崎東湘南支部

56 高校生　男子　中量級 西田　雄登 空手道　光武会館 北嶋　治将 新極真会　東京城南川崎支部 工藤　将星 空手道　真結氣 三井 俊希 新極真会　南大阪支部

57 高校生　男子　軽重量級 花香　琢磨 一般社団法人　国際空手道連盟　極真会館　埼玉県木村道場 山木　隼斗 新極真会　東京城南川崎支部

58 高校生　男子　重量級 大場  孔揮 空手道無限勇進会 須藤　泰冴 正伝流空手道中村道場

59 高校生　女子　軽量級 田中　絵麻 一般社団法人　日本国際空手協会

60 高校生　女子　中量級 細谷 誉 新極真会　埼玉大宮西支部

61 高校生　女子　重量級 前河　凜花 大阪体育大学浪商高等学校　空手道部 冨村　日花 新極真会　神奈川東横浜支部
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