
第 18回ジャパンカップ・ジュニア空手道選手権大会
日時　2016年3月13日（日）　場所　横浜国際プール・メインアリーナ

優勝 門谷　美沙乃 桜塾 準優勝 夏目　玲菜 桜塾
第３位 東郷　美優 拳友会中山道場 第３位 森岡　紗里 桜塾

優勝 熱海　大翔 芦原会館千葉大宮支部 準優勝 森田　隆太 桜塾
第３位 小島　澪 桜塾 第３位 竹下　愛之佑 桜塾

優勝 山村　玲朱 一光会館 準優勝 酒井　希羽 武神佐藤道場

優勝 岩永　唯伽 桜塾 準優勝 曽根勝　沙也香 流心館
第３位 秦　愛穂 飛心会 第３位 水谷　藍 久保田道場

優勝 成田　薫実 七州会東海 準優勝 桑折　美桜 正伝流中村道場
第３位 小畑　和香 空手道北杜塾 第３位 松田　理央 極真会館埼玉県橋本道場

優勝 正木　心春 久保田道場 準優勝 溝上　華 空手道MAC本部

優勝 諏訪本　わかな 世界総極真針嶋道場 準優勝 伊藤　奈穂 相模原鈴木道場

優勝 片岡　風香 極真会館浜井派愛知石川道場 準優勝 吉田　優輝 吉田塾
第３位 渡辺　美月 相模原鈴木道場 第３位 大堀　心暖 ﾉｰﾃｨｰｶﾗﾃｱｶﾃﾞﾐｰ

優勝 山﨑　星蘭 桜塾 準優勝 小林　由依菜 桜塾
第３位 木村　一千花 飛心会 第３位 鈴木　優羅 極真会館坂本派大平道場

優勝 藤田　咲嬉 飛心会 準優勝 嶋田　ひな 闘真会館
第３位 西村　香那 光武会館 第３位 土橋　りあ 飛心会

優勝 平井　千暉 仰拳塾 準優勝 飯干　彩華 闘真会館
第３位 森　唯華 空手道MAC横浜仲町台 第３位 望月　美咲 空手道MAC本部

優勝 古田　稜真 武神佐藤道場 準優勝 物江　恭太朗 新格闘術五十嵐道場
第３位 亀山　太司 ﾉｰﾃｨｰｶﾗﾃｱｶﾃﾞﾐｰ 第３位 辻　獅童 桜塾

優勝 鶴岡　太一郎 正伝流中村道場 準優勝 波木井　陽夏 白蓮会館湘南鎌倉支部
第３位 大鹿　烈毅 清武会 第３位 小林　佑輔 フルコンタクトカラテスクール

ベスト８賞 川口　一護 LAGYM藤田道場 ベスト８賞 山内　竜徳 SGK山内道場
ベスト８賞 藤尾　幸輝 桜塾 ベスト８賞 野村　迦月 極真会館井上道場

優勝 佐竹　爽楽 全日本空手道真誠塾 準優勝 山川　慧大 全日本空手道真誠塾
第３位 田中　晴也 日本空手道男塾 第３位 加埜　陽希心 白蓮会館羽曳野支部

優勝 小川　惺也 仰拳塾 準優勝 神田　恭吾 士衛塾石川
第３位 岡田　凌平 桜塾 第３位 八田　銀琉 桜塾

優勝 山下　夏海 白蓮会館湘南鎌倉支部 準優勝 中島　暖 拳友会中山道場
第３位 由井　嶺海 北晋寺西道場 第３位 土田　翔生 自然拳法二塚支部

ベスト８賞 横田　龍生 一光会館 ベスト８賞 東森　葵 流心館
ベスト８賞 内村　文志郎 空手道MAC本部 ベスト８賞 氏原　陸登 桜塾

優勝 浜田　次郎 芦原会館西山道場 準優勝 坂井　翔太 桜塾
第３位 須藤　泰冴 正伝流中村道場 第３位 安居　怜生 飛心会

優勝 岩永　勝亮 桜塾 準優勝 松本　天志 士衛塾石川
第３位 大鹿　統毅 清武会 第３位 中村　圭吾 桜塾

ベスト８賞 新里　誠光 武立会館 ベスト８賞 三家　龍之介 桜塾
ベスト８賞 嶋　章伍 桜塾 ベスト８賞 鈴木　結登 桜塾

優勝 西田　雄登 光武会館 準優勝 古田　雅英 武神佐藤道場
第３位 大川　夏生 小比類巻道場弘前支部 第３位 上　神楽 空手道光誠会

優勝 髙橋　大空 桜塾 準優勝 岩越　紘青 久保田道場
第３位 北郷　寛人 飛心会 第３位 平田　大翼 飛心会

ベスト８賞 森岡　翔 桜塾 ベスト８賞 安井　颯一 桜塾
ベスト８賞 秋山　蓮 拳友会中山道場 ベスト８賞 八木　大河 極真会館浜井派平和町支部

優勝 土橋　立弥 白蓮会館羽曳野支部 準優勝 戸松　祐貴 武神佐藤道場
第３位 佐々木　啓太 極真会館井上道場 第３位 長尾　恒成 桜塾

幼年女子

幼年男子

小学1年女子

小学2年女子

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年男子43kg未満

小学6年男子43kg以上

小学6年女子43kg以上

小学1年男子

小学2年男子

小学3年男子29kg未満

小学3年男子29kg以上

小学4年男子32kg未満

小学5年女子37kg未満

小学5年女子37kg以上

小学3年女子

小学4年女子32kg未満

小学4年女子32kg以上

小学6年女子43kg未満
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優勝 成田　麗 七州会上挙母支部 準優勝 水谷　恋 久保田道場
第３位 和田　靜里奈 飛心会 第３位 岡田　葵 桜塾

優勝 村瀬　二千華 日本空手道男塾 準優勝 大塚　湖々呂 桜塾
第３位 浜田　友里子 芦原会館西山道場 第３位 丸野　美優 空手道MAC奈良支部

優勝 清水　空 北晋寺西道場 準優勝 向井　奈々美 飛心会

優勝 竹尾　颯天 桜塾 準優勝 市來　葵士 桜塾
第３位 富岡　竜ノ介 芦原会館静岡県東部支部 第３位 永井　励 飛心会

優勝 山﨑　亮輝 水滸會丈夫塾 準優勝 齋藤　彗斗 水滸会丈夫塾
第３位 山下　駿 日本空手道男塾 第３位 浅井　寛武 桜塾

優勝 金森　悠成 金森道場 準優勝 金尾　鷹 空手道MAC奈良支部
第３位 木田　龍 光武会館 第３位 葛西　大我 水滸會丈夫塾

優勝 佐藤　豪海 芦原会館西山道場 準優勝 葛西　恵人 拳心会館

優勝 久保　亜唯里 極真会館東京城東本部 準優勝 東　花凜 空手道MAC本部

優勝 氏原　優里 桜塾 準優勝 山下　渚 日本空手道男塾

優勝 萩原　熙 水滸會丈夫塾 準優勝 室田　秀悟 極真会館小嶋道場
第３位 郷　心路 空手道無限勇進会 第３位 秋葉　晃希 KWF極真会館日本本部

優勝 大野　篤貴 極真会館浜井派吉村道場 準優勝 黒田　徹 水滸會丈夫塾
高校男子70kg未満

高校男子60kg未満

高校女子57kg未満

高校女子50kg未満

中学男子65kg以上

中学男子65kg未満

中学女子45kg未満

中学女子55kg未満

中学男子55kg未満

中学女子55kg以上

中学男子45kg未満


