
第15回 佐藤道場ジュニア空手道選手権大会

午前　黄色リストバンド　※開会式は行いません。
9：00 選手集合／10：00 試合開始

午後　青色リストバンド　※開会式は行いません。
12：00 選手集合／13：00 試合開始
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佐藤道場ジュニア空手道選手権大会 試合規約 JKJO全日本空手審判機構統一ルール

1. 試合時間
○初心クラス／本戦1分（マストシステム）
○初級クラス／本戦1分30秒（マストシステム）
○中級クラス／本戦1分30秒（マストシステム）
○上級クラス／本戦1分30秒（マストシステム）
　※上級クラス高校生は本戦2分（マストシステム）
　※コロナ禍により、延長戦は行いません。

2. 試合時間
○反則箇所を除く部分への突き・蹴りなどを瞬間的に決め、そのダメ
ージにより相手を倒した場合はすべて一本勝ちとします。
○ダメージにより、泣いて戦意喪失した場合。
○技有りを二本取った場合。（合わせ一本）

3. 技有り
○反則箇所を除く部分への突き・蹴りなどで瞬間的に決め、そのダメ
ージにより一時的に動きが止まった場合。又は崩れた場合、戦意を
喪失した場合は技有りとする。
○ノーガードで相手選手の上段に蹴り技がヒットした場合。
○上段蹴りにより、ガードをしていても倒れた場合。
○前蹴り・下蹴りで相手選手をきれいに転倒させて、下段突きをした
場合。
○下段蹴りなどで、相手選手が足を引きずる様な場合。
○同時に蹴りが入った場合は、先に入った方が技有りとし、全く同じ
場合は相打ちとし技有りとはならい。

4. 判定
○一本勝ち（技有り）、失格（減点）がない場合は、主審1名、副審4名の
（2名）の3名（2名）以上の審判の判断を有効とする。
○技有りがある場合は、技有りを優先する。
○技有りがない場合は、ダメージを優先する。
○ダメージのない場合は、有効打を含めた手数・定数を優先する。
○有効打を含めた手数・足数が同じ場合は、気迫が勝っている方を勝
ちとする。
○「注意」「減点」がある場合は「審判判断基準」に基づく。

5. 反則
○掴み、掴んでからの攻撃。
○掌低、又は正拳による押し。
○拳・手刀・肘による顔面及び首への攻撃。
○頭突き、金的への攻撃。
○倒れた相手、背後からの攻撃。
○故意に倒れ、相手に攻撃をさせない事。かけ逃げなど。
○頭をついての攻撃。
○抱え込み（先に抱え込んだ方の反則とする）
○以上の反則には審判より注意が与えられ、注意2回で相手に技有り相
当（技有りと同等ではない）の判定ポイント、注意4回で失格（反則負
け）となります。

※計量と受付は定められた時間にお願いします。時間外には受付できません。
※会場に入場できるのは、出場選手と付添い（1名）のみとなります。
※アリーナには10試合前の選手と付添いしか入場できません（アップスペースも10試合前の選手のみ）。
※アップは第一競技場内アップスペースにてお願いします。それ以外での場所は禁止です。
※アップの際は、マスクまたはシールド付面を着用の上、密を避けて大声を出さないようにご注意下さい。
※必ずマスク着用でご入館下さい。館内でも着用をお願いいたします。
※当日、著しい体調不良（嘔吐・激しい咳・ふらつき等）が認められた場合は失格とさせていただきます。
※防具・赤紐の貸出しの用意はございません。各自ご用意下さい。
※フェイスシールドを必ず装着して下さい。ハーフタイプのものの場合、マスク着用になります。
※出場する5試合前までに各コートへ集まって下さい。呼び出しは行いません。
※各部門終了後コート表彰を行います。賞状は後日各団体へ郵送します。
※3密を防ぐため大きい会場となっています。観客席も多くありますので、間隔を空けてゆとりをもって
　ご観覧下さい。

※アップは上記アップスペースにてお願いします。上記以外での場所は禁止。マスクまたは面を着用の上、
　密を避けて大声を出さないようにご注意下さい。

佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
大会プログラム

休憩後試合開始となります。進行により時間は変更になる場合がございます
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※上段蹴り無しの部は、上段への攻撃すべて禁止です ※初級中学生の部では上段ヒザ蹴りは反則となります。
　上級中学生、上級高校生のみ有効となります。

※JKJO判定基準を遵守します。

10試合前の選手と付添い（1名）しか入場でき
ません。（リストバンドが必要となります。）
試合後は速やかにご退場願います。

［午前］61名　48試合
初級 小学4年男子・・・・・・・・・・・・・・・・13名
初級 小学5年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・7名
初級 小学6年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・7名
初級 中学生男子・・・・・・・・・・・・・・・・・・7名
初級 小学2年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・3名
初級 小学3・4年女子・・・・・・・・・・・・・・5名
初級 小学5・6年女子・・・・・・・・・・・・・・5名
初級 中学年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・・3名
中級 小学3年男女混合・・・・・・・・・・・・2名
中級 小学4年男女混合・・・・・・・・・・・・2名

中級 小学5年男女混合・・・・・・・・・・・・2名
中級 小学6年男女混合・・・・・・・・・・・・3名
上級 幼年男女混合・・・・・・・・・・・・・・・・2名

［午後］57名　53試合
上級 小学1年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・9名
上級 小学2年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・7名
上級 小学3年男子・・・・・・・・・・・・・・・・11名
上級 小学4年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・9名
上級 小学5年男子 35kg未満・・・・11名
上級 小学5年男子 35kg以上・・・・12名

Aコート （120名／101試合）

［午前］57名　53試合
上級 小学6年男子 40kg以上・・・・10名
上級 中学生男子 45kg未満・・・・・・13名
上級 中学生男子 55kg未満・・・・・・16名
上級 中学生男子 55kg以上・・・・・・18名

［午後］62名　48試合
上級 小学1年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
上級 小学2年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・5名
上級 小学3年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・4名
上級 小学4年女子・・・・・・・・・・・・・・・・・4名

上級 小学5年女子 35kg未満・・・・・5名
上級 小学5年女子 35kg以上・・・・・3名
上級 小学6年女子 40kg未満・・・・・5名
上級 小学6年女子 40kg以上・・・・・4名
上級 中学女子 43kg未満・・・・・・・・・8名
上級 中学女子 50kg未満・・・・・・・・・4名
上級 高校生女子・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
上級 小学6年男子 40kg未満・・・・・8名
上級 高校生男子 60kg未満・・・・・・・3名
上級 高校生男子 70kg未満・・・・・・・5名

Bコート （119名／101試合）

［午前］66名　59試合
初心 幼年・年中男女混合 上段蹴り無し・・5名
初心 年長男女混合 上段蹴り無し・・8名
初心 小学1年男子 上段蹴り無し・・9名
初心 小学2年男子 上段蹴り無し・・15名
初心 小学3年男子 上段蹴り無し・・19名
初心 小学4年男子 上段蹴り無し・・3名
初心 小学5・6年男子 上段蹴り無し・・7名

［午後］60名　46試合
初心 小学1・2年女子 上段蹴り無し・・7名
初心 小学3・4年女子 上段蹴り無し・・3名

初心 小学5・6年女子 上段蹴り無し・・2名
初心 幼年男女 上段蹴りあり・・・・・・2名
初心 小学1年男女 上段蹴りあり・・3名
初心 小学2年男女 上段蹴りあり・・8名
初心 小学3年男女 上段蹴りあり・・4名
初心 小学4年男女 上段蹴りあり・・3名
初心 小学5年男女 上段蹴りあり・・3名
初心 小学6年男女 上段蹴りあり・・2名
初級 幼年男女混合・・・・・・・・・・・・・・・・2名
初級 小学1年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・4名
初級 小学2年男子・・・・・・・・・・・・・・・・・5名
初級 小学3年男子・・・・・・・・・・・・・・・・12名

Cコート （126名／105試合）
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第15回 佐藤道場ジュニア空手道選手権大会

初心 年少・年中男女混合 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午前/Cコート

1
C4

C10

C1

C5

C11

C17

C18

C35

C9

決勝戦

優勝

鎌谷 珀暖 かまたに はくあ （　立　志　会　）

2 大橋 瑛斗 おおはし えいと （　佐 藤 道 場　）

3 山城 大琥 やましろ たいが （　清　凛　館　）

60

C57

C52

川島 翔明 かわしま とあ （　佐 藤 道 場　）

61 水野 拳志郎 みずの けんしろう（　修　士　館　）

62 竹内 楓 たけうち かえで （　佐 藤 道 場　）

14
C12

C8

宇佐美 潤 うさみ じゅん （　仰　拳　塾　）

15 奥田 錦生 おくだ にしき （　神　谷　塾　）

16 樋園 奏人 ひぞの かなと （　拳　王　道　）

4 市原 蒼士 いちはら あおし （　白 蓮 会 館　）

5 春日井 美月 かすがい みつき （　佐 藤 道 場　）

優勝 準優勝

優勝 準優勝

優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

初心 小学4年男子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午前/Cコート

57 C49

C56
決勝戦

吉野 刀煌 よしの とき （　久保田道場　）
58 古川 晴登 ふるかわ はると （　佐 藤 道 場　）

59 小倉 颯介 おぐら そうすけ （　神　谷　塾　）

初心 年長男女混合 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 8名 午前/Cコート

6
C2 C6

C7
C16

決勝戦

竹田 晋次朗 たけだ しんじろう（　七　州　会　）

7 齋藤 彪誠 さいとう ひょうま（　輪　道　会　）

8 黒野 友孝 くろの ともたか （　修　士　館　）

9 出町 咲奈 でまち さな （　七　州　会　）

10 金﨑 澪愛 かなさき みお （　祐　心　会　）

11 松谷 茉歩 まつたに まほ （　七　州　会　）

12 小川 遥大 おがわ （　修　士　館　）

13 瀧野 結心 たきの ゆいしん （　佐 藤 道 場　）
C3

C58

初心 小学5・6年男子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午前/Cコート

C53

C54
C59

決勝戦

63 栗木 晴悠 くりき はるひさ （　佐 藤 道 場　）

64 福田 桔平 ふくだ きっぺい （　七　州　会　）

65 加藤 叶夢 かとう かなと （　白 蓮 会 館　）

66 高橋 桜舞 たかはし おうま （　佐 藤 道 場　）

67

C65

C60

佐々木 彩晴 ささき あやせ （　神　谷　塾　）

68 鈴木 教暖 すずき ののは （　輪　道　会　）

69 小川 希実 おがわ のぞみ （　修　士　館　）

C66

初心 小学1・2年女子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午後/Cコート

C61

C62
C68

決勝戦

70 大橋 梨世 おおはし りよ （　佐 藤 道 場　）

71 水野 和澄 みずの かすみ （　修　士　館　）

72 伊藤 叶夏 いとう かのか （　久保田道場　）

73 土田 律帆 つちだ りつほ （　仰　拳　塾　）

初心 小学1年男子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 9名 午前/Cコート

C14

C15
C22

決勝戦
17 鈴木 楓絃 すずき かいと （　七　州　会　）

18 松本 絆里 まつもと ばんり （　久保田道場　）

19 田中 優太郎 たなか ゆうたろう（　佐 藤 道 場　）

20 杉原 修矢 すぎはら しゅうや（　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

21 宮下 照平 みやした しょうへい（　神　谷　塾　）

22 市原 蓮翔 いちはら りおと （　白 蓮 会 館　）
C13

C34

C28

C29

23
C27

C19

足立 孝太朗 あだち こうたろう（　佐 藤 道 場　）

24 蟹江 陽日 かにえ はるひ （　拳　王　道　）

25 竹内 悠 たけうち はるか （　佐 藤 道 場　）

初心 小学2年男子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 15名 午前/Cコート

C23

C24

C40

決勝戦

優勝 3位 3位準優勝

26 松谷 颯真 まつたに そうま （　七　州　会　）

27 鈴木 凰太 すずき おうた （　輪　道　会　）

30 日比野 繕 ひびの ぜん （　神　谷　塾　）

31 上野 暖翔 うえの ひなと （　七　州　会　）

32 梶田 蒼真 かじた そうま （　佐 藤 道 場　）

33 小塚 冬弥 こづか とうや （　森　道　場　）

C30

C25

C26

34 春日井 真尋 かすがい まひろ （　佐 藤 道 場　）

35 鈴木 瑛斗 ずすき えいと （　輪　道　会　）

36 安藤 琉翔 あんどう りゅうしょう（　久保田道場　）

37 苑田 忠優 そのだ あつまさ （　七　州　会　）

C20

28 川島 翔生 かわしま かい （　佐 藤 道 場　）

29 伊藤 千博 いとう ちひろ （　白 蓮 会 館　）
C21

C51

C45

C46
C48

38

C36

C31

井戸 謙誠 いど けんせい （　神　谷　塾　）

39 福岡 暉崇 ふくおか きしゅう（　七　州　会　）

40 古田 豪 ふるた ごう （　白 蓮 会 館　）

C37

41

42

木全 敦哉 きまた あつや （　佐 藤 道 場　）

初心 小学3年男子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 19名 午前/Cコート

C41

C32

C47

C44

C55

※59の前に3分インターバル入れる

決勝戦

優勝 3位 3位準優勝

43

高橋 恵太 たかはし けいた （　修　士　館　）

44

加藤 慶悟 かとう けいご （　七　州　会　）

47 谷島 壮緋 やじま そうひ （　佐 藤 道 場　）

48 樋園 颯人 ひぞの はやと （　拳　王　道　）

49 小栗 魁 おぐり かい （　神　谷　塾　）

50 松本 睦斗 まつもと むつと （　久保田道場　）

C50

C42

C43

C33

51 安田 紫音 やすだ しおん （　白 蓮 会 館　）

52 仙石 湊士 せんごく みなと （　神　谷　塾　）

53 江﨑 照英 えさき しょうえい（　白 蓮 会 館　）

54 安部 蒼真 あべ そうま （　佐 藤 道 場　）

55 戸松 香太 とまつ こうた （　祐　心　会　）

56 蓮尾 樹 はすお いつき （　七　州　会　）

C38

45

山本 一輝 やまもと （　森　道　場　）

46

日比野 廉 ひびの れん （　神　谷　塾　）

加藤 颯大 かとう そうた （　白 蓮 会 館　）
C39
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110
C94

C90

C95

C98

決勝戦

優勝

家鋪 明翔 やしき あきと （　久保田道場　）

111 西尾 信玄 にしお しんげん （　佐 藤 道 場　）

112 岩井 湊 いわい みなと （　拳　王　道　）

85

C78

C72

C70

辰巳 洸 たつみ こう （正道会館大河道場）

86 村永 朝輝 むらなが あさひ （　桜　武　会　）

82 富永 雛伊 とみなが ひなた （　遂　心　塾　）

87 出町 祐輝 でまち  ひろき （　七　州　会　）

113 濱田 透獅 はまだ とうし （　ノーティー　）

114 古田 琥也 ふるた くうや （　祐　心　会　）

優勝

初心 小学3・4年女子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Cコート

74 C63

C67
決勝戦

長瀬 日向子 ながせ ひなこ （　神　谷　塾　）
75 加藤 夢来 かとう みく （　白 蓮 会 館　）

76 佐々木 美遥 ささき みゆ （　神　谷　塾　）

優勝

優勝 準優勝

初心 小学4年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Cコート

96

99

C81

C84
決勝戦

上野 結翔 うえの ゆいと （　七　州　会　）
97 鈴木 孝空 すずき こうあ （　七　州　会　）

98 河合 理久斗 かわい りくと （　久保田道場　）

優勝

初心 小学5年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Cコート

C83

C86
決勝戦

加藤 颯人 かとう はやと （　佐 藤 道 場　）
100 山口 晴丸 やまぐち はるまる（　光 武 会 館　）

101 渡邊 守 わたなべ まもる （　久保田道場　）

優勝

初心 小学1年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Cコート

初心 小学2年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 8名 午後/Cコート

81 C71

C75
決勝戦

河口 晴 かわぐち はる （　佐 藤 道 場　）
83 山口 泰楽 やまぐち たいら （　雅　心　会　）

84 田畑 佑真 たばた ゆうま （　佐 藤 道 場　）

優勝

初心 小学3年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Cコート

92
C77C76

C80
決勝戦

森 陽音 もり はると （　佐 藤 道 場　）

93 平野 愛翔 ひらの あいる （　極真愛知石川　）

94 大串 響輝 おおぐし ひびき （　七　州　会　）

95 重久 陸空 しげひさ りく （　佐 藤 道 場　）

優勝

106
C89C88

C93
決勝戦

佐藤 響 さとう ひびき （　祐心会尾張旭　）

107 林 建太朗 はやし けんたろう（　仰　拳　塾　）

108 三谷 龍駕 みたに りょうが （　七　州　会　）

109 長江 政宗 ながえ まさむね （　久保田道場　）

優勝

初心 小学5・6年女子 上段蹴り無し 【本戦1分（マストシステム）】
上段への攻撃全て禁止／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Cコート

77

C64
決勝戦

小塚 結月 こづか ゆづき （　森　道　場　） 78 則竹 穂香 のりたけ ほのか （　佐 藤 道 場　）

優勝

初心 小学6年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Cコート

102

C85
決勝戦

大嶋 崇矢 おおしま たかや （　神　谷　塾　） 103 宮地 武 みやち たける （　修　士　館　）

優勝

初級 幼年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Cコート

初級 小学1年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Cコート

初級 小学2年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午後/Cコート

104

C87
決勝戦

山内 瑛太 やまうち （　大　上　會　） 105 林 嶺志 はやし れいじ （　佐 藤 道 場　）

優勝

初心 幼年男女混合 上段蹴りあり 【本戦1分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Cコート

79

C69
決勝戦

西川 銀士朗 にしかわ ぎんじろう（武奨館吉村道場） 80 林 嶺志 はやし れいじ （　佐 藤 道 場　）

C79

C73

C74
C82

決勝戦

88 鈴木 琥大 すずき こはる （　七　州　会　）

89 近藤 優 こんどう ゆう （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

90 佐藤 壱星 さとう いっせい （　佐 藤 道 場　）

91 金原 優心 きんばら ゆうしん（　桜　武　会　）

6 7
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初級 小学3年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 12名 午後/Cコート

8 9

C102

115

C99

C100

C103

C91

C92

杉本 浬喜 すぎもと りき （　佐 藤 道 場　）

116 牧 知樹 まき ともき （　桜　武　会　）

117 牛丸 颯太 うしまる そうた （　祐　心　会　）

118 石 紫陽 せき しよう （　輪道会春日井　）

119 市川 史埜 いちかわ ふみや （　祐　心　会　）

120 武藤 楷人 むとう かいと （　清　凛　館　）

C101

C96

C104

C105

決勝戦

優勝 3位 3位準優勝

121 小川 奏士 おがわ そうし （　清　凛　館　）

122 野々村 遥人 ののむら はると （　佐 藤 道 場　）

123 佐藤 湊 さとう みなと （　祐心会尾張旭　）

124 高木 駿 たかき しゅん （　輪道会春日井　）
C97

125 花井 雄一 はない ゆういち （　遂　心　塾　）

126 山城 愛夢琉 やましろ あむる （　清　凛　館　）

初級 小学4年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 13名 午前/Aコート

初級 小学5年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午前/Aコート

A12

127

A9

A10

A15

A1

A2

A3

山口 勇汰 やまぐち ゆうた （　清　凛　館　）

128 北川 蓮 きたがわ れん （　空　身　館　）

129 山田 翔万 やまだ しょうま （　立　志　会　）

130 鈴木 統真 すずき とうま （　佐 藤 道 場　）

131 遠山 大和 とおやま やまと （　七　州　会　）

132 日高 京介 ひだか きょうすけ（　善　行　塾　）

133 吉田 桜亮 よしだ おうすけ （　仰　拳　塾　）

A11

A4

A16

A20

決勝戦

優勝 3位 3位準優勝

134 杉原 義矢 すぎはら よしや （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

135 木澤 悠太 きざわ ゆうた （　七　州　会　）

136 鈴木 輝 すずき ひかる （　清　凛　館　）

137 伊藤 煌一郎 いとう こういちろう（　祐　心　会　）
A5

138 林 航太朗 はやし こうたろう（　仰　拳　塾　）

139 前田 健心 まえだ けんしん （　七　州　会　）

140

A13

A6

高木 遥 たかぎ はる （　輪道会春日井　）

141 岩田 咲眞 いわた しょうま （　佐 藤 道 場　）

142 奥村 陸 おくむら りく （　輪道会春日井　）
A14

A7

A8
A21

決勝戦

143 丸本 大貴 まるもと だいき （　輪道会春日井　）

144 遠島 蓮翔 とおしま れんと （　佐 藤 道 場　）

145 谷川 壮真 たにがわ そうま （　輪道会春日井　）

146 谷口 陽士 たにぐち はると （　七　州　会　）

初級 小学6年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午前/Aコート

147

A22

A17

鈴木 希 すずき のぞむ （　清　凛　館　）

148 福島 悠生 ふくしま ゆう （　佐 藤 道 場　）

149 浦瀧 匠真 うらたき たくま （　拳　王　道　）
A23

A18

A19
A27

決勝戦

150 岩田 斗眞 いわた とうま （　佐 藤 道 場　）

151 山田 隼士 やまだ はやと （　輪道会春日井　）

152 谷口 聖豪 たにぐち せいごう（　仰　拳　塾　）

153 生田 航涼 いくた こうすけ （　清　凛　館　）

初級 中学男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午前/Aコート

154

A30

A24
荘加 竜丸 しょうか たつまる（　仰　拳　塾　）

155 栗本 慧 くりもと さとい （　聖　心　會　）

156 相澤 大稀 あいざわ だいき （　久保田道場　）
A31

A25

A26
A38

決勝戦

157 大嶋 千尋 おおしま ちひろ （　神　谷　塾　）

158 吉村 空真 よしむら くうま （　仰　拳　塾　）

159 竹田 拓朗 たけだ たくろう （　森　道　場　）

160 村田 健太 むらた けんた （　仰　拳　塾　）

初級 小学2年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午前/Aコート

初級 小学3・4年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午前/Aコート

161 A28

A39
決勝戦

渡邊 絵美梨 わたなべ えみり （　久保田道場　）
162 伊藤 彩乃 いとう あやの （　祐　心　会　）

163 日下部 月雲 くさかべ つくも （　七　州　会　）

優勝

164
A33

A29

A34

A40

決勝戦

優勝

生田 瑚青 いくた こはる （　清　凛　館　）

165 芦澤 華梨 あしざわ かりん （　七　州　会　）

166 下仮 絵理 しもかり えり （　雅　心　会　）

167 大岩 れな おおいわ れな （　輪　道　会　）

168 髙見 沙亜弥 たかみ さあや （　七　州　会　）

優勝 準優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

初級 小学5・6年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午前/Aコート

初級 中学女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午前/Aコート

中級 小学3年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午前/Aコート

169
A36

A32

A37

A41

決勝戦

優勝

林 玲花 はやし れいか （　仰　拳　塾　）

170 奥田 琳子 おくだ りこ （　桜　　　塾　）

171 石 紫帆 せき しほ （　輪道会春日井　）

172 中村 円美 なかむら まるみ （　啓　心　館　）

173 木澤 羽奈 きざわ はな （　七　州　会　）

174

優勝

A35

A42
決勝戦

五藤 歩乃花 ごとう ほのか （　佐 藤 道 場　）
175 笹山 春香 ささやま はるか （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

176 福田 かのこ ふくだ かのこ （　七　州　会　）

優勝

177

A43
決勝戦

黒木 夢叶 くろき むと （　佐 藤 道 場　） 178 各務 悠太 かがみ ゆうた （　極真愛知石川　）

※104・105の前に
3分インターバル入れる
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A98

235

A94

A95

A99

A88

A89

藤原 快吏 ふじはら かいり （　空　會　館　）

236 井阪 颯也 いさか そうや （　慎 心 会 館　）

237 大西 琉佑希 おおにし るうき （　新 極 真 会　）

238 中西 涼青 なかにし りょうせい（　輪　道　会　）

239 樋口 太陽 ひぐち たいよう （　仰　拳　塾　）

240 柳谷 龍汰 やなぎだに りょうた（武奨館吉村道場）

A97

A92

A100

A101

決勝戦

優勝 3位 3位準優勝

241 久保原 鉄生 くぼはら てつお （　佐 藤 道 場　）

242

243

渡瀬 隼 わたせ はやと （正道会館新心館）

244

白川 啓樹 しらかわ ひろき （　聖　心　會　）

A93
245

辰巳 暖 たつみ だん （正道会館大河道場）

246

池田 晴信 いけだ はるのぶ （　輪　道　会　）

富永 隼 とみなが はやと （　遂　心　塾　）

A69

204

A66

A67

A71

A61

本杉 一騎 もとすぎ いっき （　立　志　会　）

205 大岩 竜大 おおいわ りゅうだい（　栄　神　会　）

206 北川 怜歩 きたがわ れお （　祐心会尾張旭　）

207 齋藤 翔和 さいとう とわ （　七　州　会　）

208 小林 侑太 こばやし ゆうた （　祐心会尾張旭　）

A68

A62

A72

A77

決勝戦

209 石黒 輝士 いしぐろ あきと （　七　州　会　）

210 西川 琥太朗 にしかわ こたろう（武奨館吉村道場）

211 水上 宗祐 みずかみ そうすけ（　世界闘英館　）

212 小田 朝陽 おだ あさひ （　栄　神　会　）
A63

213 尾関 拳志郎 おぜき けんしろう（　七　州　会　）

214 杉山 雄映 すぎやま ゆうえい（　祐心会尾張旭　）

197

A57

A50

藤原 煕乃 ふじはら きない （　空　會　館　）

198 中久木 馨 なかくき けい （　真　誠　塾　）

199 原田 光基 はらだ こうき （正道会館 健明館）
A58

A51

A52
A65

決勝戦

200 足立 孝太郎 あだち こうたろう（　佐 藤 道 場　）

201 山下 凌弥 やました りょうや（　極真愛知石川　）

202 池田 幸信 いけだ ゆきのぶ （　輪　道　会　）

203 金﨑 蓮太郎 かなさき れんたろう（　祐　心　会　）

183

優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

優勝 準優勝

C46

A48
決勝戦

伊藤 響意 いとう きょうい （　久保田道場　）
184 黒木 琥白 くろき こはる （　佐 藤 道 場　）

185 下仮 桜介 しもかり おうすけ（　雅　心　会　）

優勝

181

A45
決勝戦

葛谷 雅起 くずや まさき （　佐 藤 道 場　） 182 髙見 唯杏 たかみ ゆうあ （　七　州　会　）

優勝

179

A44
決勝戦

磯部 隆哉 いそべ りゅうや （　桜　武　会　） 180 水樋 律希 みずひ りつき （　神　谷　塾　）

優勝

186

A47
決勝戦

大岩 蓮大 おおいわ れんだい（　栄　神　会　） 187 林 嶺志 はやし れいじ （　佐 藤 道 場　）

A59 A60

188
A53

A49

白数 豹雅 しらす ひょうが （　昇　心　塾　）

189 福山 傑友 ふくやま まさう （　全 真 会 館　）

190 小林 侑ノ介 こばやし ゆうのすけ（　祐心会尾張旭　）

A55

A56
A64

決勝戦
191 小田 桜矢 おだ さくや （　栄　神　会　）

192 齋藤 大翔 さいとう そら （　七　州　会　）

193 松下 蓮音 まつした れお （正道会館大河道場）

194 北川 夢絃 きたがわ むげん （　祐心会尾張旭　）

195 山本 帆昴 やまもと はる （　成　心　會　）

196 藤原 昴大 ふじはら こうだ （　空　會　館　）
A54

A81 A82

215
A73

A70

多野 龍心 たの りゅうしん （　極真竹吉道場　）

216 髙橋 悠大 たかはし はると （　啓　心　館　）

217 石川 隆輝 いしかわ りゅうき（　七　州　会　）

A75

A76
A87

決勝戦
218 蟹江 琥巴 かにえ こは （　拳　王　道　）

219 梶田 力 かじた りき （　昇　心　塾　）

220 本山 大尊 もとやま たいそん（　佐 藤 道 場　）

221 菊池 善 きくち ぜん （神武館 野村道場）

222 渡邉 樹 わたなべ いつき （　祐心会尾張旭　）

223 鳴海 咲太 なるみ さくた （　桜　　　塾　）
A74

中級 小学5年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午前/Aコート

中級 小学6年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午前/Aコート

上級 幼年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午前/Aコート

上級 小学1年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 9名 午後/Aコート

上級 小学2年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 7名 午後/Aコート

上級 小学3年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 11名 午後/Aコート

A86

224

A83

A84

A90

A78

祖父江 洋斗 そぶえ ひろと （　清　凛　館　）

225 山根 蓮太 やまね れんた （　ノーティー　）

226 北川 凌久 きたがわ りく （　空　身　館　）

227 川邉 大起 かわべ だいき （　拳 心 会 館　）

228 市谷 音人 いちたに おと （　光 武 会 館　）

A85

A79

A91

A96

決勝戦

229 福場 大晴 ふくば たいせい （　誠 真 会 館　）

230 牧村 哲杜 まきむら あきと （　郷　英　館　）

231 熊谷 明斗 くまがい はると （　祐心会尾張旭　）

232 中山 翔太 なかやま しょうた（　拳 心 会 館　）
A80

233 赤峯 奏太 あかみね そうた （　空　身　館　）

234 山本 恋次 やまもと れんじ （　空　會　館　）

上級 小学5年男子35kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 11名 午後/Aコート

上級 小学5年男子35kg以上 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 12名 午後/Aコート

上級 小学4年男子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 9名 午後/Aコート

中級 小学4年男女混合 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午前/Aコート

※48の前に3分インターバル入れる

※100・101の前に
3分インターバル入れる

J・A・C代表権 J・A・C ジャパンアスリートカップ代表権取得者J・A・C ジャパンアスリートカップ選抜

J・A・C代表権

J・A・C代表権

J・A・C代表権

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C代表権 J・A・C代表権

J・A・C代表権 J・A・C代表権

J・A・C代表権 J・A・C代表権

J・A・C代表権 J・A・C代表権

J・A・C代表権
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B17

265

B14

B15

B23

B3

B4

桐原 歩夢 きりはら あゆむ （　世界闘英館　）

266 井村 拓海 いむら たくみ （　輪　道　会　）

267 西光 広太 にしみつ こうた （　祐心会尾張旭　）

268 川邉 康生 かわべ こうせい （　拳 心 会 館　）

269 池戸 翔優 いけど しょうま （　佐 藤 道 場　）

270 大曽根 愛斗 おおぞね あいと （　極真愛知石川　）

B16

B10

B9

B24

B29

決勝戦

272 山本 颯良 やまもと そら （　成　心　會　）

271 山本 勇心 やまもと ゆうしん（　空　會　館　）

273 髙橋 麗 たかはし れい （　極 真 松 田　）

274 野村 魁希 のむら かいき （　桜　　　塾　）

275 彦坂 飛冴 ひこさか （　善　行　塾　）
B11

276 木村 歩積 きむら ほづみ （　佐 藤 道 場　）

277 奥山 瑠斗 おくやま りゅうと（　仰　拳　塾　）

優勝

320

B54
決勝戦

杉原 紗矢 すぎはら さや （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　） 321 小池 瑠璃 こいけ るり （　JKK聖拳武館　）

247

B95

B89

B90

角 颯人 かど はやと （　遂　心　塾　）

248 倉田 晏共 くらた やすと （　仰　拳　塾　）

249 岩井 海音 いわい かいと （　拳　王　道　）

250 杉島 夏來 すぎしま なつき （　空　會　館　）

B96

B91

B92
B99

決勝戦

251 渡部 絢斗 わたなべ あやと （　遂　心　塾　）

252 田淵 光 たぶち らいと （　七　州　会　）

253 杉崎 太星 すぎさき だいせい（　仰　拳　塾　）

254 齋藤 輝 さいとう ひかる （　佐 藤 道 場　）

上級 小学6年男子40kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 8名 午後/Bコート

上級 中学男子45kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 13名 午前/Bコート

上級 中学男子55kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 16名 午前/Bコート

上級 中学男子55kg以上 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 18名 午前/Bコート

上級 高校男子60kg未満 【本戦2分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Bコート

上級 高校男子70kg未満 【本戦2分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午後/Bコート

上級 小学1年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Bコート

B12 B13

255
B5

B1

中西 啓太 なかにし けいた （　世界闘英館　）

256 岡田 頼汰 おかだ らいた （　輪　道　会　）

257 酒匂 晴生 さこう はるき （正道会館大河道場）

B7

B8

B2

B18

決勝戦258 加藤 智也 かとう ともや （　栄　神　会　）

259 山田 幸乃丞 やまだ こうのすけ（　佐 藤 道 場　）

260 小林 蒼侑 こばやし そうすけ（　祐心会尾張旭　）

261 山下 陸斗 やました りくと （　輪　道　会　）

262 大岩 寅之助 おおいわ とらのすけ（　輪　道　会　）

263 寺岡 龍冴 てらおか りゅうご（　森　道　場　）

264 丸茂 拓登 まるも たくと （　七　州　会　）
B6

上級 小学6年男子40kg以上 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 10名 午前/Bコート

B37B36

B32

278

B19

B30

B31

加藤 宥希 かとう ゆうき （　祐心会尾張旭　）

279 永田 十夢 ながた とむ （　仰　拳　塾　）

280 森 絢二郎 もり けんじろう （　森　道　場　）

B25

B26

B42

決勝戦

281 梶原 基 かじわら もとい （　清　凛　館　）

282 工藤 蓮 くどう れん （　空　武　會　）

286 渡邉大德 わたなべ ひろのり（　聖 武 会 館　）

287 児島 健太 こじま けんた （　祐　心　会　）

288 渡瀬 祥 わたせ しょう （正道会館新心館）

289 各務 壮祐 かかむ そうすけ （　極真愛知石川　）

B33

B27

B28

290 笹山 優太 ささやま ゆうた （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

291 増井 蓮 ますい れん （　佐 藤 道 場　）

292 倉田 昊社 くらた そらと （　仰　拳　塾　）

293 大西 泰地 おおにし たいち （　光 武 会 館　）

B20

283 桑原 雅空 くわはら がく （　神　谷　塾　）

284 髙橋 優汰 たかはし ゆうた （　ノーティー　）

285 伊藤 開 いとう かい （　真　誠　塾　）

B21

B22

B52

B47

B48

B51

B49

294

B38

B34

本杉 一颯 もとすぎ いっさ （　立　志　会　）

295 新原 颯太 にいはら そうた （　Ｊ　Ｋ　Ｋ　）

296 加藤 煌己 かとう こうき （　極 真 松 田　）

B43

B44

B53

決勝戦

297 鈴木 颯太 すずき そうた （　輪　道　会　）

298 有賀 巧真 ありが たくま （　神　谷　塾　）

303 浅野 桔平 あさの きっぺい （正道会館新心館）

304 徳丸 凰駕 とくまる おうが （　一 心 学 舎　）

305 押川 耀隼 おしかわ ようしゅん（　輪　道　会　）

306 石田 虎琉 いしだ くりゅう （拳真流チームアキラ）

B50

B45

B46

B35

307 久保原 勇希 くぼはら ゆうき （　佐 藤 道 場　）

308 安井 琉真 やすい りゅうま （　光 武 会 館　）

309 黒田 ケイジ くろだ けいじ （　桜　武　会　）

310 杉崎 陽大 すぎさき ようだい（　仰　拳　塾　）

311 吹上 優天 ふきあげ やてん （　光　山　會　）

B39

299 丸茂 雄太 まるも ゆうた （　七　州　会　）

300 黒田 アキラ くろだ あきら （　桜　武　会　）

301 金﨑 琉星 かなさき りゅうせい（　祐　心　会　）

302 中村 海晴 なかむら かいせい（　桜　　　塾　）

B40

B41

312 B93

B100
決勝戦

森 思温 もり しおん （　桜　　　塾　）
313 髙橋 遼太郎 たかはし りょうたろう（　啓　心　館　）

314 大澤 唯雅 おおさわ ゆいが （　神　谷　塾　）

315
B97

B94

B98

B101

決勝戦

佐藤 誠真 さとう せいま （　空　武　會　）

316 荻野 玲大 おぎの れお （　全 真 会 館　）

317 田淵 海 たぶち しい （　七　州　会　）

318 西田 雄登 にしだ ゆうと （　光 武 会 館　）

319 柳井 星七 やない せな （　空　身　館　）

322
B58

B55

B59

B64

決勝戦

優勝

木村 亜瑠衣 きむら ありい （　佐 藤 道 場　）

323 吉岡レイチェル未夏 よしおか れいちぇる みな（　七　州　会　）

324 髙木 彩也華 たかぎ あやか （　ノーティー　）

325 谷口 凛音那 たにぐち りおな （　七　州　会　）

326 松下 璃音 まつした りお （正道会館大河道場）

上級 小学2年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午後/Bコート

優勝 準優勝 J・A・C代表権J・A・C代表権

優勝 準優勝 J・A・C代表権J・A・C代表権

J・A・C代表権

J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 3位 3位準優勝J・A・C代表権 J・A・C代表権

優勝 3位 3位準優勝J・A・C代表権 J・A・C代表権

優勝 3位 3位準優勝J・A・C代表権 J・A・C代表権

※52・53の前に
3分インターバル入れる

J・A・C代表権 J・A・C ジャパンアスリートカップ代表権取得者J・A・C ジャパンアスリートカップ選抜J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C



第15回 佐藤道場ジュニア空手道選手権大会

14 15

340 B63

B69
決勝戦

福山 由真 ふくやま ゆみ （　全 真 会 館　）
341 原田 心愛 はらだ ここあ （正道会館健明館）

342 瀧 あおい たき あおい （　佐 藤 道 場　）

364

B87
決勝戦

小宮山 恵美心 こみやま えゔぃしぇん（　極 真 松 田　） 365 蟹江 春日 かにえ はるか （　佐 藤 道 場　）

上級 高校女子 【本戦2分（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 2名 午後/Bコート

327
B57B56

B65
決勝戦

服部 愛夢 はっとり あむ （　佐 藤 道 場　）

328 三谷 明愛 みたに あんな （　七　州　会　）

329 平田 結愛 ひらた ゆあ （　世界闘英館　）

330 五十嵐 唯郁 いがらし ゆいか （　五十嵐道場　）

331
B61B60

B66
決勝戦

仲摩 玲那 なかま れな （　新　誠　會　）

332 倉田 昴歩 くらた あきほ （　仰　拳　塾　）

333 久保原 希子 くぼはら きこ （　佐 藤 道 場　）

334 吉野 百奈美 よしの もなみ （正道会館大河道場）

348
B73B72

B79
決勝戦

我那覇 優羽 がなは ゆう （　七　州　会　）

349 井村 まどか いむら まどか （　輪　道　会　）

350 赤尾 陽毬 あかお ひまり （　輪　道　会　）

351 林 芽衣奈 はやし めいな （心想流和田道場）

335
B67

B62

B68

B71

決勝戦

荻野 心子 おぎの ここ （　全 真 会 館　）

336 三谷 愛來 みたに あいら （　七　州　会　）

337 西岡 もえ にしおか もえ （　真　誠　塾　）

338 大門 夏輝 おおかど なつき （　光 武 会 館　）

339 山科 心潤 やましな みうる （　極　真　館　）

343
B74

B70

B75

B78

決勝戦

大澤 柚月 おおさわ ゆづき （　神　谷　塾　）

344 木下 莉亜 きのした りあ （　空　身　館　）

345 久木 花夏 ひさき かな （　真　道　塾　）

346 加藤 千花 かとう ちはな （　輪　道　会　）

347 山本 乃愛 やまもと のあ （　七　州　会　）

B84 B85

352
B76 B80

B81
B88

決勝戦

野嶋 紗 のじま すず （　新　誠　會　）

353 木村 綺音 きむら あやね （　光 武 会 館　）

354 日髙 由菜 ひだか ゆうな （　善　行　塾　）

355 蟹江 南月 かにえ なつき （　佐 藤 道 場　）

356 西田 玲那 にしだ れな （　光 武 会 館　）

357 原田 樹 はらだ いつき （　善　行　塾　）

358 寺尾 唯芽 てらお ゆめ （　久保田道場　）

359 奥村 幸美 おくむら ゆきみ （心想流和田道場）
B77

上級 小学3年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Bコート

上級 小学4年女子 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Bコート

上級 小学5年女子35kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午後/Bコート

上級 小学5年女子35kg以上 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 3名 午後/Bコート

上級 小学6年女子40kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 5名 午後/Bコート

上級 小学6年女子40kg以上 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り無し／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Bコート

360
B83B82

B86
決勝戦

野口 紗愛来 のぐち さあら （　JKK聖拳武館　）

361 岩口 紗藍 いわぐち さら （　清　凛　館　）

362 林 美月 はやし みづき （心想流和田道場）

363 中森 麻乃 なかもり まの （　光 武 会 館　）

上級 中学女子50kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 4名 午後/Bコート

上級 中学女子43kg未満 【本戦1分30秒（マストシステム）】
上段ヒザ蹴り有り／ゼッケン番号の若い選手が赤 8名 午後/Bコート

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 J・A・C代表権

優勝 準優勝 J・A・C代表権J・A・C代表権

J・A・C代表権 J・A・C ジャパンアスリートカップ代表権取得者J・A・C ジャパンアスリートカップ選抜J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C
J・A・C

J・A・C

J・A・C

J・A・C

カラテ東海チャンピオンズ決勝大会

初心・初級・中級・上級、全てのクラスで選抜大会を勝ち抜いた選手が決勝大会にエントリーでき、
東海地区（愛知・岐阜・三重）の各クラスのチャンピオンを決めます。（愛知県・岐阜県・三重県在住者のみ）
毎年2～3月に決勝大会を開催予定。

選抜指定大会
第29回輪道会オープン空手道選手権大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/6（日）大会終了
第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5/1（日）
ビギナーズカップ2022（仰拳塾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7/31（日）
リトルチャレンジ（仰拳塾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12/11（日）


