
J-1CUP2022 全日本空手王決定戦 大会結果 

初心 

各クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 ３ 位 

幼児年少中 中村玲大（一光会館） 橋本晴（一光会館）   

幼児年長 中尾心謙（一光会館） 大倉晴菜（男塾名東） 西村碧斗（一光会館） 辻本瑠杏（一光会館） 

小学１年生 南野瑛舜（真盟会館泉佐野） 堀池玲皇（一光会館） 石黒琉生（桜 塾） 宮井斗慎（聖心會） 

小学２年生 上野翔希（金森道場） 宮井一颯（聖心會） 藪内美津希（真盟会館和泉） 河合輝一郎（真盟会館和泉） 

小学３年生 川中悠太郎（勇輝会館） 楠本奏（一光会館） 大柿寧々（真盟会館泉佐野） 南野美晴（真盟会館泉佐野） 

小学４年生 束田輝空（一光会館） 春本陸斗（志友会館） 前田拓海（一光会館） 田中遙斗（一光会館） 

小学５年生 中久木魁（真誠塾） 辻坂天翔（一光会館） 大柿杏雅（真盟会館泉佐野） 佐々木琥太朗（真盟会館泉佐野） 

小学６年生 佐々木徠亜（桜 塾） 中谷七愛（拳聖塾）   

 

 

 

初級 男子 

各クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 ３ 位 

初級 幼児の部混合 乄木秀太（新極真会） 楠本夢（一光会館）   

初級 小学１年生男子 木田村蓮飛（士衛塾石川） 和田楓也（聖心會） 太田佑利（桜 塾）  

初級 小学２年生男子 山本架琉（男塾名東） 小山琉聖（一光会館） 中藤優我（聖心會） 金光航和（空會館） 

初級 小学３年生男子 駒井悠人（金森道場） 九鬼輝（空手道 MAC奈良） 新谷真矢（桜 塾） 佐藤結琥（一光会館） 

初級 小学４年生男子 園田悠真（空手道 MAC奈良） 網田蕾将（桜 塾） 國納煌生（武奨館） 大野快晟（金森道場） 

初級 小学５年生男子 林正登（桜 塾） 大城桜彪（桜 塾） 原田一希（桜 塾）  

初級 小学６年生男子 藤井駿太朗（桜 塾） 花井大翔（桜 塾） 田中幸風（桜 塾） 日置斗真（桜 塾） 

初級 中学生男子男子 青木望亜（空會館） 梅岡優人（一光会館） 栗本慧（聖心會）  

 

 

 

初級 女子 

各クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 ３ 位 

初級 小学１年生女子 楠田美桜（極真空手中崎道場）    

初級 小学４年生女子 楠田美鈴（極真空手中崎道場） 伊藤奈々（極真空手中崎道場）   

初級 小学５年生女子 青井結依（真盟会館泉佐野）    

初級 小学６年生女子 木澤羽奈（七州会）    

初級 中学生女子 金子愛美（拳聖塾）    

 

 



上級 女子 

各クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 ３ 位 

小学１年生女子 奥村亜瑠真（極真空手中崎道場）    

小学２年生女子 尾﨑心奏（七州会）    

小学３年生女子 奥村琉依真（極真空手中崎道場） 冨田華帆（桜 塾）   

小学４年生女子 30kg未満 竹中希羽（桜 塾） 木下真珠華（聖心會）   

小学４年生女子 30kg以上 田中聖（琉道会館） 久保原希子（佐藤道場）   

小学５年生女子 35kg未満 中島初椛（空會舘） 伊藤圭音（桜 塾）   

小学５年生女子 35kg以上 曽和咲良（金剛カラテ） 中山星來（桜 塾）   

小学６年生女子 40kg未満 権出小春（聖心會） 綛谷真彩（聖心會）   

小学６年生女子 40kg以上 小坂鈴乃（正樹道場）    

中学１年生女子 43kg未満 丸本依央奈（桜 塾） 木下舞桜（聖心會）   

中学１年生女子 43kg以上 廣嶋美里愛（桜 塾） 村田こはる（成心會）   

中学 23年生女子 43kg 未満 岩永唯伽（桜 塾） 西山空那（空會舘）   

中学 23年生女子 50kg 未満 酒井希羽（七州会） 高橋苺愛（桜 塾）   

中学 23年生女子 50kg 以上 竹永美緒（桜 塾）    

高校生女子 55kg未満 藤井彩心（中山道場） 中園ひより（拳聖塾）   

高校生女子 55kg以上 山下夢愛（一光会館） 丸山瑞希（拳聖塾）   

 

 

 

上級 男子 

各クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 ３ 位 

幼児男子  伏野琥珀（聖空会館）    

小学１年生男子 桝田智也（極真浜井派） 白数豹雅（昇心塾） 近藤大河（拳聖塾） 伊藤陽飛（桜 塾） 

小学２年生男子 表地力翔（桜 塾） 藤原熙乃（空會舘） 京口竜汰（聖心會） 折目樹希翔（拳聖塾） 

小学３年生男子 27kg未満 横井陽東（新誠會） 石黒輝士（七州会） 篠原善（聖空会館）  

小学３年生男子 27kg以上 和田琉生（聖心會） 楠田陸（極真空手中崎道場） 佐藤太陽（武煌会館）  

小学４年生男子 30kg未満 河合琉月（大上會） 伊藤快汰（桜 塾） 真正会秀勇館（中川義仁） 表地海翔（桜 塾） 

小学４年生男子 30kg以上 尾﨑威心（七州会） 安藤飛雄馬（桜 塾） 坂井天空（男塾名東）  

小学５年生男子 35kg未満 大谷内洸（桜 塾） 野﨑颯斗（正樹道場） 橋本逞（聖心會） 中川隆之助（一光会館） 

小学５年生男子 35kg以上 谷口楓祈（聖心會） 田井中秀（桜 塾） 白川啓樹（聖心會） 本松大芽（空會館） 

小学６年生男子 40kg未満 伊藤大稀（桜 塾） 柳田凌央（桜 塾） 村上雄哉（聖心會） 粕山歩夢（聖心會） 

小学６年生男子 40kg以上 小島蕉也（桜 塾） 竹永龍也（桜 塾）   

中学１年生男子 42kg未満 奥村一真（極真空手中崎道場） 河合利亜斗（大上會） 橋本丈（聖心會） 平松空翔（聖心會） 

中学１年生男子 52kg未満 谷口遥磨（聖心會） 加藤陽生（空會館） 平尾太一（桜 塾）  

中学１年生男子 52kg以上 小島澪（桜 塾） 西ヶ迫春人（男 塾）   

中学 23年生男子 47kg 未満 石嶺太陽（桜 塾）    

中学 23年生男子 57kg 未満 伊藤開（真誠塾） 森田獅陽（波導館） 大浴元気（正道高雄道場） 小田島悠翔（中山道場） 

中学 23年生男子 57kg 以上 藤田琥也（桜 塾） 浦山竜精（武奨館） 本杉一颯（立志会）  

高校生男子 60kg未満 岩永勝亮（桜 塾） 氏原陸登（桜 塾）   

高校生男子 70kg未満 中山星音（桜 塾）    

 


