
優勝 250 大西　玲奈 極真空手道忍會ふじみの本部

優勝 254 柳川　十希 極真会館安斎派　極真北杜塾 準優勝 255 齋藤　絵奈 極真拳武會　蒲田道場
第3位 252 髙橋　すみれ 大鹿道場 第3位 259 安部　美涼 光誠会

優勝 270 中澤　倫子 極真会館坂本派真岡道場 準優勝 260 角田　ひより 飛馬道場
第3位 266 山下　花 新極真会川崎東湘南支部 第3位 ※3位 1名なし

優勝 279 都築　梨那 世界闘英館 準優勝 271 髙島　いと葉 誠真会館杉並道場
第3位 274 齋藤　愛佳 我流空手道北斗會ふじみ野支部 第3位 276 杉村　日茉莉 空手道　中山道場

優勝 286 中島　初椛 空會館 準優勝 285 大江　新菜 義和流拳法
第3位 280 伊藤　圭音 桜塾 第3位 290 福島　古都 義和流拳法

優勝 291 伊藤　千愛 誠真会館秋津道場 準優勝 297 岡村　遥乃 空手道MAC 西袋道場
第3位 294 熊谷　凜 光誠会 第3位 303 中山　星來 桜塾

優勝 304 三ヶ島　なな 空手道無限勇進会 準優勝 310 國分　暖和 北晋寺西道場
第3位 308 柴崎　心希 世界総極真　釘嶋道場 第3位 312 鈴木　芽衣 武心塾カラテ

優勝 320 仁田水　咲良 誠真会館秋津道場 準優勝 317 松田　留禾 極真会館橋本道場

優勝 333 田中　杏 我流空手道北斗會本部 準優勝 321 小野寺 朱雀奈  水滸會 無限塾 札幌支部
第3位 326 尾場　心彩 空手道MAC本部道場 第3位 328 渡邉　藍 桜塾

優勝 341 長塚　唯 桜琳塾 準優勝 337 門之園　美莉愛 空手道MAC川崎宮前平道場
第3位 334 鵜澤　帆波 空手道無限勇進会 第3位 339 吉岡　帆宙姫 我流空手道北斗會本部

優勝 12 田中　琉海 極真拳武會　菅野道場 準優勝 5 工藤  史海也 I.K.O.N.極真会館横浜川崎支部
第3位 10 青木　琉亜 空會館 第3位 20 伊藤　陽飛 桜塾

優勝 35 藤原　熙乃 空會館 準優勝 21 滝本　恵介 極真拳武會さいたま浦和支部
第3位 28 田中　夢輝 光誠会 第3位 32 橋本　玲 白蓮会館東京墨田

優勝 49 石黒　輝士 日本実戦空手道　七州会 準優勝 48 大鹿 礼毅 大鹿道場
第3位 36 小岩井　咲我 桜琳塾 第3位 62 中村　蒼太 松武館空手道
第5位 39 稲垣　銀河 JKK聖拳武館 第5位 43 杉山　雄映 陪劭流 祐心会尾張旭支部
第5位 55 三尾　奏太 空手道無限勇進会 第5位 59 礒部　礼 空手道無限勇進会

優勝 64 中村　琉惺 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 77 山下　玲音 全日本空手道　輪道会
第3位 66 日向　舶斗 極真空手道忍會ふじみの本部 第3位 71 大場　蓮 世界闘英館

優勝 101 長谷川　陽祐 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 79 鳴海　咲太 桜塾
第3位 91 桜井　香太 大鹿道場 第3位 94 古田　悠真 社団法人　極真会館　神奈川県井上道場

優勝 125 岡本　東真 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 104 山本　恋次　 空會館
第3位 110 齋藤　蒼空 龍拳會青葉台支部 第3位 115 早河　優空 空會館

優勝 140 松本　常 桜琳塾 準優勝 132 小野　暖馬 極真拳武會さいたま浦和支部
第3位 139 酒井　陽向 立志会 第3位 154 田中　一誠 光誠会
第5位 128 小泉　廉 空手道　四葉会 第5位 134 末松　裕咲 空手道　四葉会
第5位 146 可知　来生 空手道　四葉会 第5位 149 波木井　春陽 白蓮会館湘南鎌倉支部

優勝 172 伊藤　大稀 桜塾 準優勝 162 高野　颯 武奨館吉村道場
第3位 159 工藤　颯太 大鹿道場 第3位 164 山口　叶来也 武立会館

優勝 184 秋葉　竜之介 空手道無限勇進会 準優勝 180 鈴木　猛 黎明会館

小学3年男子29㎏以上

小学4年男子32kg未満

小学4年男子32kg以上

小学5年男子37kg未満

小学5年男子37kg以上

小学6年女子43kg以上

幼年男子

　小学1年男子

小学２年男子

小学3年男子29kg未満

小学４年女子32ｋｇ未満

小学４年女子32㎏以上

小学5年女子37kg未満

小学5年女子37kg以上

小学6年女子43kg未満

第23回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会　大会結果　2022年2月27日（日）　横浜武道館

幼年女子

小学1年女子

小学２年女子

小学３年女子



第3位 173 柿沼　栄輝 新極真会　厚木・赤羽支部 第3位 193 山本　琉士郎 空手道　中山道場

優勝 219 河合  利亜斗 大上會 準優勝 202 稲垣　龍芽 JKK聖拳武館
第3位 197 綾部　晄大 正伝流空手道中村道場 第3位 217 鈴木　騎士 桜塾
第5位 199 内田　樹 空手道MAC埼玉狭山道場 第5位 208 小林　祐太 誠真会館秋津道場
第5位 213 牧野 凛功 髙橋塾 第5位 225 瀬尾　旺文 桜塾

優勝 238 長坂　子龍 極真空手道忍會ふじみの本部 準優勝 236 長谷川　鳳星 空手道無限勇進会
第3位 231 大鹿 倫毅 大鹿道場 第3位 247 内田　全祇 久保田道場

優勝 435 岡村　澪乃 空手道MAC 西袋道場 準優勝 434 福島　千代 義和流拳法
第3位 431 奥村　幸美 心想流　和田道場 第3位 439 西山　空那 空會館

優勝 446 酒井　希羽 日本実戦空手道　七州会 準優勝 443 片栁　美咲 極真会館坂本派　大平道場

優勝 451 石嶺　美 桜塾 準優勝 448 須藤　美結 正伝流空手道中村道場

優勝 465 秦　愛穂 日本空手道　飛心会 準優勝 454 水谷　藍 久保田道場
第3位 457 松尾　茄南 正伝流空手道中村道場 第3位 460 三ケ島　小夏 空手道無限勇進会

優勝 469 松田　理央 極真会館橋本道場 準優勝 470 齋藤 絆菜 飛馬道場
第3位 467 松本　結愛 フルコンタクトカラテスクール 第3位 473 戸川　夕渚 桜琳塾

中学2～3年女子52kg未満

中学2～3年女子52kg以上

小学6年男子43kg未満

小学6年男子43kg以上

中学1年女子45kg未満

中学1年女子45kg以上

中学2～3年女子45kg未満



優勝 342 桐原　歩夢 世界闘英館 準優勝 356 岩出　嗣実 空手道　真門塾
第3位 350 土屋　湊 白蓮会館東京墨田 第3位 359 高村　子浩 空手道無限勇進会

優勝 362 和田　凜太郎 極真拳武會さいたま浦和支部 準優勝 384 澤　洸太朗 武奨館吉村道場
第3位 371 岩野　歩夢 空手道　中山道場 第3位 378 小久江　侍勇 空手道峰武塾

優勝 396 都築　莉玖 世界闘英館 準優勝 385 松本　歩大 桜琳塾
第3位 390 坂本　寛 空手道MAC奈良・郡山道場 第3位 391 本郷　琉生 FKC輝心会

優勝 398 古川　幸輝 日本実戦空手道　七州会 準優勝 404 樋本　涼 白蓮会館湘南鎌倉支部
第3位 402 上地　一琉 久保田道場 第3位 407 酒井　暖 立志会

優勝 408 八田　銀琉 桜塾 準優勝 420 田中　梗吾 閃捷塾
第3位 414 小野寺 龍亮  水滸會 無限塾 札幌支部 第3位 415 堀本　祐惺 心温塾

優勝 426 小林　佑輔 フルコンタクトカラテスクール 準優勝 425 中村　海晴 桜塾
第3位 423 石田　虎琉 拳真流 第3位 428 伊藤　獅透 我流空手道北斗會本部

優勝 499 粥川　愛菜 桜塾 準優勝 496 森岡　彩来 桜塾

優勝 501 佐藤　梨奈 武立会館 準優勝 503 藤井　彩心 空手道　中山道場

優勝 505 石井　結衣 我流空手道北斗會本部

優勝 481 鈴木　佑多 桜塾 準優勝 480 平川　翔大 空手道MAC本部道場
第3位 474 青木　悠柊 日本空手道　飛心会 第3位 486 松橋　大空 水滸會丈夫塾

優勝 491 中山　星音 桜塾 準優勝 488 細矢　秀太 フルコンタクトカラテスクール

優勝 494 須藤　泰冴 正伝流空手道中村道場

高校男子60kg未満

高校男子70Kg未満

高校男子70kg以上　　

中学2～3年男子50kg未満

中学2～3年男子60kg未満

中学2～3年男子60kg以上

高校女子55kg未満

高校女子55kg以上

高校女子48kg未満

中学1年男子45kg未満

中学1年男子５５Kg未満

中学1年男子55kg以上


