
第13回全国ジュニア空手道選手権大会（2014/5/25）　試合結果表

階級名
年中 熱海　大翔 芦原会館千葉大宮 前田　湊和 極真神奈川港北

年長 鈴木　健介 極真栃木大平 飯野　蕾和 MAC横浜仲町台 斉藤　晴 芦原会館千葉大宮 西巻　里音 士衛塾総本部

野見山　嘉瞳 白蓮湘南鎌倉 高橋　來己 士衛塾総本部 松本　承生 極真栃木 村冨　凱風 極真神奈川港北

池田　淳将 極真神奈川座間 永嶋　蓮 KWF極真千葉 藤井　脩斗 極真城南武蔵小山 長妻　煌 芦原会館千葉大宮

小1上級 片岡　竜馬 極真浜井愛知 落合　宏太 極真神奈川港北

小滝　杏莉 西山道場 松原　虎太 如心館 菅波　夏綺 波立塾 篠原　琉斗 極真神奈川港北

辻堂　太幹 MAC横浜中山 藤元　武蔵 極真栃木大平 桑原　魁惇 MAC横浜仲町台 吉岡　成雄 義和流拳法

小2中級 池田　拓歩 極真埼玉木村 内藤　脩斗 正伝流中村道場 近藤　ゆめ花 極真城南田町 遠藤　大地 KWF極真千葉

小2上級 笹目　勇斗 極真埼玉木村 相田　俠心 西山道場 笠谷　陸斗 極真館さいたま環状 田中　亜子 極真栃木大田原

小3初級 宇山　城介 如心館 齊藤　昴 如心館 市原　昂季 KWF極真千葉 熱海　大和 芦原会館千葉大宮

山本　伶勇 渡邊道場 西元　航陽 極真東京佐藤 宮内　瑛斗 極真神奈川港北 吉田　渓人 KWF極真千葉

西山　月人 渡邊道場 内村　文志郎 MAC本部 尾場　晴太 MAC本部 鈴木　大 拳摯会

東郷　新平 義和流拳法 山下　夏海 白蓮湘南鎌倉 高橋　海翔 士衛塾総本部 髙藤　勇 同志会

新村　流星 極真栃木大平 田中　健 KWF極真千葉 浜田　次郎 西山道場 鈴木　凜 松島空手道場

鈴木　優羅 極真栃木大平 江間　聖 士衛塾山梨 後藤　涼 極真城南武蔵小山 信田　結亮 白蓮横浜北

千葉　成眞 極真神奈川港北 落合　翔士 KWF極真千葉 村上　悠介 渡邊道場 小堀　至 極真栃木益子

小4中級 平川　翔大 MAC本部 櫛田　俊太郎 正真会

小4女子上級 渡部　美和 琉拳會 片岡　風香 極真浜井愛知

藤野　零大 士衛塾石川 阿部　優心 義和流拳法 金井　颯汰 野澤道場 上　神楽 光誠会

熱田　拓 KWF極真千葉 足立　大和 KWF極真千葉 熱海　颯音 芦原会館千葉大宮 石井　大翔 勇進会

佐々木　雅也 極真神奈川港北 大塚　航洋 KWF極真千葉 村山　陽月 KWF極真千葉 見目　流星 極真東京佐藤

羽倉　夢姫 極真城南武蔵小山 近藤　慧太郎 極真城南田町 西尾　天舞 極真城南田町 三浦　颯斗 KWF極真千葉

小5女子上級38kg未満 山﨑　樹璃 勇志会 望月　美咲 MAC本部

小5女子上級38kg以上 安徳　花織里 正伝流中村道場 上野　耀子 極真栃木真岡

原　駿 MAC横浜中山 小林　直生 極真宮城 沖本　陽生 MAC横浜仲町台 田野倉　丈 西山道場

永嶋　樹 KWF極真千葉 柳沢　光輝 飛馬道場 石澤　大輝 極真栃木足利 池田　健将 極真神奈川座間

小5男子上級38kg以上 八谷　昌輝 極真宮城 鈴木　雄山 極真栃木大田原 藤﨑　凌世 秋山道場 山口　祐摩 芦原会館千葉大宮

小6初級 赤堀　唯斗 武心塾カラテ 髙橋　佳佑 光誠会 青柳　大翔 飛馬道場 和田　夢果 無真会

小6女子上級43㎏未満 野口　夢莉 極真東京佐藤 平原　澪 極真浜井愛知

小6女子上級43㎏以上 小林　英里香 極真宮城 小林　麗於菜 士衛塾総本部

小6男子上級43kg未満 増野　宏希 極真館埼玉西 大多和　星也 KWF極真千葉 富岡　竜ノ介 西山道場 須藤　晟也 MAC横浜中山

小6男子上級43kg以上 高橋　良朋 極真栃木大平 小嵜　太陽 五十嵐道場

中1女子47㎏未満 宮井　梨緒 極真城東新小岩 西潟　星来 士衛塾総本部

中1女子47㎏以上 粂川　美空 極真栃木大平 長谷川　そら KWF極真千葉

中2・3女子52㎏未満 中薗　綾乃 KWF極真千葉 上瀬　千里 西山道場

中2・3女子52㎏以上 栗原　萌 極真館埼玉西

中1男子50kg未満 原　鉄馬 極真神奈川座間 福田　汐音 MAC本部 張間　真幸 KWF極真千葉 涌井　一匡 士衛塾総本部

中1男子50kg以上 菊地　諄弥 KWF極真千葉 足立　大地 KWF極真千葉

中2・3男子55kg未満 森　且貴 武心塾カラテ 清水　丈太郎 勇志会 秋葉　晃希 KWF極真千葉 水津　空良 MAC江戸川

中2・3男子55kg以上 福田　勝紀 極真栃木真岡 小林　斗樹於 士衛塾総本部 丸山　周真 士衛塾総本部 金田　零央 士衛塾総本部

高1男子60kg未満 和多　勇紀 極真館さいたま環状

高1男子60kg以上 大房　宇斗 MAC本部

高2･3男子65kg未満 古木　誠也 空真会 伊代野　直希 西山道場

神奈川新聞社賞 古木　誠也 空真会

入賞ではないが、全日本大会出場権獲得枠

小4初級 敢　闘　賞

優　勝 準　優　勝 3　位 3　位

小1初級 敢　闘　賞

小2初級 敢　闘　賞

小3上級 敢　闘　賞

敢　闘　賞小3中級

小5初級 敢　闘　賞

敢　闘　賞小4男子上級

敢　闘　賞小5男子上級38kg未満


