
第15回全国ジュニア空手道選手権大会（2016/5/8）　試合結果表

階級名
年中 牧添　隼 極真神奈川港北

年長 山口　叶来也 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 渋谷　優河 勇進会 小島　明桜 宮城空手北峰会 平川　大夢 MAC本部

松原　晟太郎 如心館 松浦　楽人 優志館 田村　湊 MAC本部 田代　みなみ 極真城南旗の台

佐藤　海璃 極真下町金町 椿原　颯太 極真城南田町 五月女　嵩哉 極真埼玉木村 尾場　心彩 MAC本部

小1上級 熱海　大翔 芦原会館千葉大宮 木下　瑛介 優志館 前田　湊和 極真神奈川港北 前田　俊輔 心学館

竹下　航平 MAC本部 戸田　龍水 光誠会 川村　光翼 極真神奈川野庭 鈴木　陸斗 MAC横浜仲町台

芝　優 茅空会 ピロット　美翔 MAC宮前平 片岡　昊輝 芦原会館千葉大宮 並河　穂 極真神奈川秦野

小2中級 五味　結雅 飛馬道場 黒川　海翔 極真栃木大平

小2上級 上岡　遙人　（済） 極真栃木大平 佐藤　航太 吉田塾 吹野　珠愛 KWF極真千葉 畠山　翔空 白蓮鎌倉湘南

池田　煌 KWF極真千葉 半谷　聖真 桜琳塾 阿部　眞大 KWF極真千葉 岩本　菜央 茅空会

須藤　渉 極真神奈川野庭 田中　一翔 KWF極真千葉 鵜澤　隼世 勇進会 蛯原　隆介 桜琳塾

小3中級 冨山　未来斗 吉田塾 岩田　航大 桜琳塾 鈴木　颯太 白蓮鎌倉湘南 山川　翼 極真城南旗の台

野見山　嘉瞳　（済） 白蓮鎌倉湘南 桑原　右京 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 片岡　竜馬 極真浜井愛知石川 鶴岡　太一朗 正伝流中村道場

富田　雄介 極真栃木大平 落合　宏太 極真神奈川港北 吉村　海澄 極真神奈川釘嶋 青山　佳樹 北眞舘

根上　尚大 MAC本部 榎本　翔太 武立会館 清水　翔太 如心館 嶋田　滉大 MAC本部

平井　翔大 MAC横浜仲町台 野﨑　丈虎 MAC本部 遠藤　七音 MAC横浜中山 佐藤　龍仁 極真下町金町

藤元　武蔵 極真栃木大平 福田　快翔 武立会館 岩上　旺牙 極真栃木足利 遠藤　大地 KWF極真千葉

塚本　明莉 極真城東新小岩 岡村　漣 極真神奈川座間 山口　徹心 相模原鈴木道場 櫛田　遥天 正真会

小4女子上級 鵜沢　向日葵　（済） 勇進会 桑折　美桜 正伝流中村道場

小4男子上級 花香　琢磨 極真埼玉木村 大場　孔揮　（済） 勇進会 大野　優心 桜琳塾 大髙　結人 極真埼玉木村

齊藤　純也 極真東京佐藤 岩間　未来 極真神奈川野庭 松井　颯人 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 加藤　幸芽 飛馬道場

秋元　隆之介 KWF極真千葉 蒲原　徠叶 KWF極真千葉 佐藤　凱秋 極真神奈川港北 山本　護 KWF極真千葉

小5女子上級38kg未満 福田　凜愛 武立会館 渡貫　夏　（済） MAC横浜中山

小5女子上級38kg以上 吉村　香春 MAC横浜中山

浜田　次郎 西山道場 門馬　澄斗 義和流拳法 安田　雄飛　（済） 義和流拳法 野崎　凛太 極真埼玉木村

丹羽　晴久 正伝流中村道場 宮内　瑛斗 極真神奈川港北 鈴木　陽斗 MAC横浜仲町台 山下　夏海 白蓮鎌倉湘南

小5男子上級38kg以上 須藤　泰冴　（済） 正伝流中村道場 清水　怜央 白蓮鎌倉湘南 秦　涼介 光誠会 新村　流星 極真栃木大平

千葉　成眞 極真神奈川港北 國友　拓斗 正真会 川田　琉加 極真栃木佐野 有田　聖 KWF極真千葉

阿久津　剛毅 如心館 小島　三汰 極真下町金町 相澤　広樹 桜琳塾 畠山　庸佑 芦原会館千葉大宮

小6女子上級43㎏未満 渡辺　美月 相模原鈴木道場 片岡　風香　（済） 極真浜井愛知石川

小6女子上級43㎏以上 石綿　千乃　（済） 北眞舘

熱海　颯音 芦原会館千葉大宮 石橋　明季　（済） 勇進会 吉村　海輝 極真神奈川釘嶋 細越　竜之介　（済） 桜琳塾

中川　眞仁 極真下町金町 髙城　流輝哉 正伝流中村道場 村上　悠介 武立会館 秋田　竜之介 五十嵐道場

小6男子上級43kg以上 佐瀬　慎之介　（済） 勇進会 上　神楽 光誠会 石井　大翔 勇進会 大山　隆之介 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

中1女子47㎏未満 一瀨　眞尋 吉田塾 清水　銘子 極真東京佐藤

中1女子47㎏以上 上野　耀子　（済） 極真栃木真岡

中2・3女子52㎏未満 浜田　友里子 西山道場 秋田　梨沙 五十嵐道場

中2・3女子52㎏以上 丹野　紗奈絵 極真宮城

中1男子50kg未満 西元　翔陽　（済） 極真東京佐藤 山口　叶和　（済） ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 原　駿 MAC横浜中山 熱田　怜 KWF極真千葉

中1男子50kg以上 田中　勇利 KWF極真千葉 皆本　丈 覇道會館伊与田道場

中2・3男子55kg未満 福永　匠真 KWF極真千葉 榊原　朋毅　（済） 義和流拳法

中2・3男子55kg以上 足立　大地 KWF極真千葉 原　鉄馬　（済） 極真神奈川座間

高1男子60kg未満 髙木　龍哉 SKC武心館

高2･3男子65kg未満 八谷　直輝　（済） 極真宮城 浜尾　友都 極真千葉中川

高2･3男子65kg以上 永嶋　甫信　（済） KWF極真千葉

全日本選抜階級　上位4名　　　　（済）は既に他大会で全日本代表権獲得済選手

敢　闘　賞小5男子上級38kg未満

敢　闘　賞小6初級

敢　闘　賞小6男子上級43kg未満

敢　闘　賞小3初級

敢　闘　賞小5初級

小4初級 敢　闘　賞

小3上級 敢　闘　賞

敢　闘　賞小4中級

優　勝 準　優　勝 3　位 3　位

小2初級 敢　闘　賞

小1初級 敢　闘　賞
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小4女子上級 角　愛梨 MAC横浜仲町台 脇田　海音 礼心会

小5女子上級38kg未満 森井　来明 極真城南旗の台 伊藤　奈穂 相模原鈴木道場

小5女子上級38kg以上 遠藤　楓佳 義和流拳法 菅原　なつ MAC江戸川 三上　千晴(済） 正伝流中村道場

小6女子上級43㎏未満 鈴木　せな（済） 正真会 松尾　侑音 正伝流中村道場

小6女子上級43㎏以上 脇田　莉湖（済） 礼心会 中村　乙葉 天狗クラブ 髙地　希心（済） KWF極真千葉

中1女子47㎏未満 竹平　莉子 極真東京佐藤 三ヶ島　玲奈（済） 礼心会

中1女子47㎏以上 長内　寧音（済） 極真宮城 本田　優希菜 飛馬道場 脇田　優泉 礼心会

中2・3女子52㎏未満 宮井　梨緒（済） 極真下町金町 渡貫　沙耶 MAC横浜中山

中2・3女子52㎏以上 伊藤　今日香（済） 極真宮城 鈴木　里歩（済） SKC武心館 野口　夢莉（済） 極真東京佐藤

中1男子50kg以上 山口　祐摩 芦原会館千葉大宮 八谷　昌輝 極真宮城

中2・3男子55kg未満 福田　汐音 MAC本部 長谷川　広騎 KWF極真千葉

中2・3男子55kg以上 伊藤　隼斗（済） KWF極真千葉 志賀　幸弘（済） 波立塾

高1男子60kg未満 桑原　壮平 極真東京佐藤 山口　光琉 極真神奈川野庭

高1男子60kg以上 鶴見　佳緯 一狼塾（試合不成立）

高2･3男子65kg未満 宇津木　耀祐 極真東京佐藤 大槻　一敬（済） 極真神奈川野庭

高2･3男子65kg以上 杉本　紫砂 天狗クラブ 山口　武尊（済） 極真神奈川野庭

入賞していないが全日本代表権を獲得した選抜選手（順不同）　　　　（済）は既に他大会で全日本代表権獲得済選手


