第７回全日本ジュニアチャンピオンシップ権利獲得者一覧
獲得大会名：第７回世界全極真近畿大会 権利獲得者一覧
主催：国際空手道連盟 極真会館 兵庫県米山道場 日時：令和元年８月１６日（日）

カテゴリー
幼年男女
小学1･2年女子
小学3年女子
小学4年女子
小学5年女子
小学6年女子

優勝
準優勝
藤田 湊翔 横山道場 内藤 善斗 (白蓮会館八尾南)
玉垣 陽
(真拳塾) 藤田 明羽 (岡村道場姫路)
山田 かのん (白蓮会館八尾南) 永井 麗愛 (白蓮会館堺)
藤田 心和 (岡村道場姫路) 垣内 蓮 (全極真米山道場)
堀田 優月 (全極真米山道場) 田井 柚月夏 (全極真米山道場)
児島 凪咲 (極真長谷場派前田) 牧野 天音 (誠拳塾姫路)
中学1年女子(45㎏未満) 米山 果乃 (全極真米山道場) 池永 紗愛 (勇誠会井上道場)
中学1年女子(45㎏以上) 大浪 瑞葵 (岡村道場姫路) 石田 樹梨 (誠拳塾姫路)
中学2･3年女子(50㎏未満) 米山 青望 (全極真米山道場) 村田 芯
(勇心会館)
中学2･3年女子(50㎏以上) 松岡 渚紗 (勇輝会館) 青木 杏樹 (全極真志優会)
高校生女子(52㎏以上) 小笠原 伶奈 (福山道場) 米山 栄香 (全極真米山道場)
小学1年男子
竹本 遥貴 (勇輝会館) 宮原 進次郎 (極真中村道場兵庫西)
小学2年男子
藤田 陽翔 (横山道場) 藤野 瑠聖 (白蓮会館羽曳野)
小学3年男子
中庭 大我 (勇輝会館) 井久保 奏音 (聖武千真會)
小学4年男子(32㎏未満) 藤田 楓翔 (横山道場) 藤原 光輝 (極真中村道場兵庫西)
小学4年男子(32㎏以上) 村上 剣心 (全極真米山道場) 樋口 銀雅 (原道場)
小学5年男子(36㎏未満) 黒川 真太朗 (極真高橋道場) 吉本 貫太郎 (勇輝会館)
小学5年男子(36㎏以上) 辰巳 存 (聖武会館) 藤田 一颯 (全極真米山道場)
小学6年男子(42㎏未満) 平岡 悠飛 (白蓮会館大阪狭山) 樋口 煌雅 (原道場)
小学6年男子(42㎏以上) 三木 将嗣 (岡村道場姫路) 米村 麗庵 (誠拳塾姫路)
中学1年男子(50㎏未満) 仲 海信 (白蓮会館羽曳野) 若林 泰輝 (勇誠会井上道場)
中学1年男子(50㎏以上) 米田 永羽 (白蓮会館八尾南) 小谷 将真 (勇心会館)
中学2･3年男子(55㎏未満) 安尾 瑠輝 (極真中村道場) 野嶋 琉生
(新誠會)
中学2･3年男子(55㎏以上) 鈴木 棟家 (極真中村道場兵庫西) 小野 蒼太 (全極真長谷川道場)
高校1年男子(60㎏未満) 松岡 太陽 (勇輝会館) 児島 大心 (極真長谷場派前田)
高校1・2年男子(65㎏以上) 榎園 仁人 (顕正会館) 北田 真暉 (岡村道場神戸東)
高校2･3年男子(65㎏未満) 石川 叶大 (一道会館) 森下 迅 (総極真今城道場)
高校3年男子(65㎏以上) 高取 優太朗 (全極真米山道場) 福本 雄我 (全極真米山道場)
この色

会場：兵庫県立武道館

3位
4位
椿山 麗 (義道会館) 小寺 貫太 (光道會舘)
吉本 瑞姫 (勇輝会館) 渡邊 梨紗 (全極真志優会)
上田 梓乃 (昇心塾) 小西 結葵 (岡村道場姫路)
小笠原 日咲 (聖空会館高砂道場) 山田 さやか (山田道場)
渡邊 柚奈 (全極真志優会) 田中 七海 (白蓮会館東大阪北)
中杉 蓮 (福山道場) 千原 せり (伸武館)
髙橋 優月 (白蓮会館八尾南) 邵城 春香 (大心館)

繰り上がり
前田 結斗 (勇輝会館)
黒木 寿蘭 (真盟会館)
川上 妃愛 (横山道場)
邵城 桃香 (大心館) 石田 杏里 (誠拳塾姫路)

永井 陽菜
森下 玲那
増本 愛桜
西岡 愛美
小西 晴葵
吉田 空翔
前田 陽斗
井上 龍磨
水野 透麻
辻本 善
阪本 将麻
永井 健翔
楠山 瑛唯
藤原 拓夢
永吉 真一郎
藤井 信之介

三木 颯
村田 健成
小山 寛太
藤井 大地

川口 真美
(今西道場) 瀧 樹杏
(昇気館) 首藤 唯梨香
(岡村道場姫路) 垣内 岳
(烈士塾) 櫻井 颯人
(勇輝会館) 三島 健人
(士道館横山道場) 安田 舜規
(聖武会館) 川戸 絆
(白蓮会館羽曳野) 藤本 琉輝
(極真中村道場兵庫西) 長野 空翔
(白蓮会館堺) 鈴木 聖生
(顕正会館) 山上 翔大
(成心會) 谷本 悠真
(誠撓会館) 小林 寛太
(顕正会館) 植松 右京
(誠拳塾姫路) 浜田 勝怜
(勇心会館) 小笠原 彰真
(極せい會) 小寺 啓
(顕正会館) 石川 龍之介
(総極真今城道場)

(勇武会)

(岡村道場姫路)

濱崎 桃愛 (真門塾)
(顕正会館) 岡野 星織 (白蓮会館大阪狭山)
(全極真米山道場) 徳永 煌明 (聖武会館)
(烈士塾) 志水 皇介 (誠拳塾姫路) 田上 稟翔 (白蓮会館羽曳野）
(勇心会館) 宮本 豹牙 (白蓮会館八尾西) 増田 太陽 (白蓮会館羽曳野)
(真拳塾) 石垣 翔理 (聖武会館)
(一拳会) 山内 暉斗 (烈士塾) 浦辺 遼磨 (陵南空手サークル)
(全極真米山道場) 伊藤 太智
(伸武館) 伊勢 瑛斗 (極真中村道場鈴蘭台)
(極真中村道場兵庫西) 宮地 奏和 (白蓮会館東大阪北) 朝生 獅勇我 (福山道場)
(飛心会)
(勇輝会館) 田中 亮宗 (聖心會)
(修慧会)
元田 零
(真拳塾)
(空研塾西田道場)

(岡村道場姫路)

(飛心会)
(烈士塾)
(福山道場)
(餅田道場) 竹内 一世 (極真長谷場派前田)
(フリー)
片岡 凌 (極せい會) 羽澤 一輝 (横山道場)
中村 恭輔 (宮本道場)

は繰上り権利獲得選手（重複権利者と準々決勝で対戦した選手がいない場合は繰り上がりはありません）

