
クラス 名前 ふりがな 道場 都道府県 身長 体重 大会番号 権利獲得大会
幼年男子 江﨑歩 えさき　あゆむ 千馬道場富合支部 熊本 110.0cm 17.0kg 34 2022ウィンターズカップ
幼年男子 柳野実琉 やの　みのる 誠流塾草津本部 滋賀 122.0cm 27.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
幼年男子 土田陽太 つちた　ひなた 葵塾南十勝支部 北海道 114.7cm 29.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
幼年男子 林慶次朗 はやし　けいじろう 眞琉會 石川 125.0cm 24.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
幼年男子 伏野琥珀 ふしの　こはく 聖空会館高砂道場 兵庫 126.0cm 27.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
幼年男子 ステンゼル李仁 すてんぜる　りひと 白蓮会館沖縄支部 沖縄 112.7cm 19.6kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
幼年男子 大沢源 おおさわ　げん 誠會総本部 大阪 131.0cm 35.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
幼年男子 水野大和 みずの　やまと インパクト空手道場 愛知 119.0cm 26.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
幼年男子 庄籠大空 しょうごもり　たく 圏彗會本部 福岡 118.0cm 21.8kg 12 全九州空手道選手権大会
幼年男子 西山十蔵 にしやま　じゅうぞう 統心會 佐賀 109.0cm 17.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
幼年男子 廣田翔真 ひろた　しょうま 統心會 佐賀 107.1cm 18.8kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
幼年男子 堀田翔央 ほった　しょう 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 118.0cm 20.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
幼年男子 大西翔太 おおにし　しょうた 悠心道場堀江支部 愛媛 111.5cm 19.1kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
幼年男子 林嶺志 はやし　れいじ 佐藤道場 愛知 119.3cm 21.9kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
幼年男子 銘苅希泰 めかる　きいた 極真会館空田道場 沖縄 114.0cm 21.6kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
幼年男子 下川翔大 しもかわ　しょうだい 七海会 青森 125.0cm 27.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
幼年男子 松岡龍駕 まつおか　りょうが 龍拳会 宮崎 111.0cm 20.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
幼年男子 吉田守禮 よしだ　しゅらい 高橋道場北播丹波本部 兵庫 123.5cm 22.9kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
幼年男子 實藤摩珠 さねふじ　ましゅう 成心會福岡支部 福岡 123.2cm 28.5kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
幼年男子 高倉渉 たかくら　わたる 武心剛術会 北海道 116.0cm 20.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小１男子 鮎川壱迅 あゆかわ　いっしん 白蓮会館内藤道場 佐賀 122.0cm 25.0kg 34 2022ウィンターズカップ
小１男子 松尾一志 まつお　いっし 白蓮会館内藤道場 佐賀 132.1cm 29.3kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小１男子 片岡一晟 かたおか　いっせい 勇征会城井支部 大分 123.0cm 27.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小１男子 浅野直雅 あさの　なおまさ 勇征会臼杵支部 大分 119.6cm 22.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小１男子 福吉優人 ふくよし　ゆうと 正道会館元気道場 大阪 120.0cm 20.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小１男子 岩城仁 いわき　じん 葵塾 北海道 125.0cm 24.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小１男子 結城心 ゆうき　しん 野澤道場 埼玉 121.4cm 25.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小１男子 松尾帆乃弥 まつお　ほのや 拳栄会館本部道場 佐賀 123.0cm 23.5kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小１男子 岩佐橙 いわさ　とう 昇気館本部 京都 124.0cm 24.8kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小１男子 泉結 いずみ　ゆう 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 120.0cm 26.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小１男子 渡邊剛 わたなべ　ごう 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 117.0cm 22.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小１男子 白数豹雅 しらす　ひょうが 昇心塾本部 滋賀 124.0cm 31.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小１男子 藤村遥陽 ふじむら　はるひ 昇心塾八日市支部 滋賀 133.0cm 30.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小１男子 田中凜生 たなか　りんせい 昇心塾本部 滋賀 125.0cm 26.5kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小１男子 桝田智也 ますだ　ともや 極真会館浜井派石川県支部 石川 114.0cm 20.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小１男子 南野瑛舜 みなみの　えいしゅん 真盟会館泉佐野支部 大阪 128.1cm 27.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小１男子 栗原橙真 くりはら　とうま 極誠会福岡本部道場 福岡 115.5cm 22.8kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小１男子 齊藤大翔 さいとう　そら 七州会 愛知 118.0cm 22.5kg 24 近畿空手道選手権大会
小１男子 早坂鎧 はやさか　がい 極真拳武會さいたま浦和支部 埼玉 126.0cm 25.5kg 7 全関東空手道選手権大会
小１男子 城後大和 じょうご　やまと 圏彗會本部 福岡 123.0cm 23.5kg 12 全九州空手道選手権大会
小１男子 穴見紀宝 あなみ　きほう 秋岡塾 熊本 120.5cm 23.4kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小１男子 記虎琉之心 きとら　りゅうのしん 魚本流 大阪 118.0cm 22.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小１男子 福山傑友 ふくやま　まさう 全真会館名古屋本部 愛知 132.0cm 31.5kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小１男子 山本帆昴 やまもと　はる 成心會総本部 大阪 118.0cm 19.5kg 24 近畿空手道選手権大会
小１男子 米丸天平 よねまる　てんぺい 一道会 宮崎 125.0cm 24.1kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小１男子 橋本士和 はしもと　とわ 極真会館安斎道場福島県本部 福島 127.0cm 25.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小１男子 寺内緋桜 てらうち　ひお 極限館 北海道 121.0cm 21.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小１男子 岩﨑碧仁 いわさき　あおと 飛拳塾 兵庫 124.0cm 24.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小１男子 城間晴稀 しろま　はるき 琉心塾 沖縄 126.5cm 26.1kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小１男子 鈴木瑛太 すずき　えいた 誠真会館東伏見道場 東京 130.0cm 30.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小２男子 白石琥珀 しらいし　こはく 一進会大在支部 大分 130.0cm 35.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小２男子 小森翔輝 こもり　しょうき 白蓮会館内藤道場 佐賀 132.1cm 26.1kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小２男子 後藤嵐 ごとう　あらし 勇征会 大分 142.0cm 57.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小２男子 村上恭介 むらかみ　きょうすけ 正道会館元気道場 大阪 126.5cm 25.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小２男子 金﨑蓮太郎 かなさき　れんたろう 祐心会今伊勢支部 愛知 126.0cm 25.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小２男子 小寺貫太 こでら　かんた 光道會舘塔本道場 大阪 121.0cm 23.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者



小２男子 松原龍也 まつばら　りゅうや 北峰会足立支部 東京 133.5cm 29.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小２男子 藤浦幸之助 ふじうら　こうのすけ 宮野道場伊丹支部 兵庫 133.5cm 38.3kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小２男子 鉄尾翔空 てつお　とあ 勇誠会井上道場 大阪 121.0cm 21.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小２男子 岩﨑日向汰 いわさき　ひなた 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 125.0cm 26.5kg 7 全関東空手道選手権大会
小２男子 押上力丸 おしがみ　りきまる 極真会館石川県竹吉道場 石川 126.2cm 26.8kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小２男子 上野煌騎 うえの　こうき 昇心塾彦根支部 滋賀 124.5cm 25.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小２男子 松澤歩夢 まつざわ　あゆむ 白蓮会館東京墨田支部 東京 133.0cm 30.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小２男子 山田凌太郎 やまだ　りょうたろう 正道会館甲斐道場 佐賀 125.0cm 28.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小２男子 中村圭吾 なかむら　けいご 全真会館阿倍野本部 大阪 127.0cm 28.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小２男子 下川塁駕 しもかわ　るいが 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 131.5cm 24.1kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小２男子 大友善 おおとも　ぜん 正道会館大河道場 奈良 134.1cm 28.4kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小２男子 田嶋梓 たじま　あずさ 武煌会館 広島 125.0cm 28.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小２男子 村永朝輝 むらなが　あさひ 桜武会半田支部 愛知 122.5cm 26.2kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小２男子 山口礼亜 やまぐち　れあ KWF千葉田中道場 千葉 125.9cm 28.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小２男子 高橋湊 たかはし　みなと 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 133.0cm 35.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小２男子 鶴田朝陽 つるた　あさひ 白蓮会館東京墨田支部 東京 124.0cm 32.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小２男子 神村牙龍 かみむら　きりゅう 剛柔流志道館 沖縄 131.0cm 30.8kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小２男子 後山礼晟 うしろやま　らいせい 勲心會 石川 133.0cm 29.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小２男子 大沢匠 おおさわ　たくみ 誠會総本部 大阪 140.0cm 46.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小２男子 大山修翔 おおやま　しゅうと 原道場 福岡 130.9cm 27.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小２男子 松下柊翔 まつした　しゅうと 暁 宮崎 122.0cm 23.5kg 12 全九州空手道選手権大会
小２男子 松尾陽汰 まつお　ひなた 統心會 佐賀 126.0cm 25.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小２男子 森本倫太郎 もりもと　りんたろう 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 122.0cm 23.5kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小２男子 岸本一那 きしもと　いちな 魚本流 大阪 130.7cm 26.5kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小２男子 足立孝太郎 あだち　こうたろう 佐藤道場 愛知 130.0cm 25.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小２男子 川端浩之助 かわばた　こうのすけ 極真会館空田道場 沖縄 120.0cm 22.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小２男子 杉本皇 すぎもと　こう 黎明塾本部 福岡 135.0cm 48.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小２男子 出口瑛士 でぐち　えいと 正道会館髙雄道場 大阪 130.1cm 29.8kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小２男子 渡邊丈翔 わたなべ　たける 極限館 北海道 118.0cm 24.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小２男子 新井田琉弦 にいだ　るいと 極限館 北海道 119.8cm 22.1kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小２男子 千葉琉之郎 ちば　るのお 松島空手道場 宮城 125.0cm 25.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 長尾篤和 ながお　とわ 白蓮会館内藤道場 佐賀 124.0cm 25.3kg 12 全九州空手道選手権大会
小３男子 浦大翔 うら　やまと 白蓮会館内藤道場 佐賀 126.2cm 28.2kg 12 全九州空手道選手権大会
小３男子 中村風音 なかむら　かざね 白蓮会館内藤道場 佐賀 126.0cm 27.8kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小３男子 横田樹 よこた　いつき 一進会下郡支部 大分 130.0cm 42.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小３男子 有馬公志 ありま　こうし 正道会館元気道場 大阪 132.0cm 41.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小３男子 秋山輝 あきやま　ひかる 正道会館team蓮 大阪 134.0cm 39.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小３男子 三ツ山晴智 みつやま　はるとも 極真会館坂本派福井県本部 福井 134.5cm 30.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小３男子 田頭魁斗 たがしら　かいと 白蓮会館羽曳野支部 大阪 138.0cm 37.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小３男子 内藤善斗 ないとう　ぜんと 白蓮会館八尾南支部 大阪 138.0cm 42.5kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小３男子 藤田莉王 ふじた　りお LA GYM JAPAN藤田道場本部 石川 140.0cm 50.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小３男子 高藤柚希 たかふじ　ゆずき 勇誠会井上道場 大阪 150.2cm 60.8kg 24 近畿空手道選手権大会
小３男子 小柳旺駕 こやなぎ　おうが 眞琉會 石川 140.0cm 39.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小３男子 山﨑創太 やまざき　そうた 昇心塾本部 滋賀 143.0cm 33.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 金曽将人 かねそ　まさと 極真会館浜井派石川県支部 石川 132.7cm 30.8kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 坊下凛太朗 ぼうした　りんたろう 極真会館浜井派石川県支部 石川 140.0cm 40.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小３男子 篠原善 しのはら　ぜん 聖空会館高砂道場 兵庫 121.3cm 24.8kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小３男子 山脇絃暉 やまわき　げんき 聖空会館高砂道場 兵庫 131.0cm 43.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小３男子 北嶋塁 きたじま　るい 武煌会館 広島 139.0cm 36.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 佐藤太陽 さとう　たいよう 武煌会館 広島 134.0cm 33.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小３男子 今戸新 いまど　あらた 力心塾今戸道場 福岡 132.0cm 27.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小３男子 一松秀 ひとつまつ　しゅう 真盟会館泉佐野支部 大阪 127.0cm 26.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小３男子 大西杜和 おおにし　とわ 敬心館 愛媛 138.0cm 34.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小３男子 上野凌士 うえの　りょうじ 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 135.5cm 32.5kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小３男子 荒井玲慶 あらい　れのん 至真会館飯田道場 山形 124.5cm 24.8kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小３男子 矢野航平 やの　こうへい 極誠会福岡本部道場 福岡 126.0cm 27.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 松竹大和 まつたけ　やまと 極誠会福岡本部道場 福岡 143.0cm 33.2kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者



小３男子 嘉味田彪我 かみだ　ひゅうが 白蓮会館沖縄支部 沖縄 133.0cm 28.5kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小３男子 竹浪秀真 たけなみ　しゅうま 拳実会 大阪 136.4cm 33.6kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小３男子 松園公謙 まつぞの　こうげん 佐々木道場等々力本部 東京 135.0cm 39.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小３男子 松田久優雅 まつだ　くうが 白蓮会館奈良学園前支部 奈良 136.0cm 35.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小３男子 石黒輝士 いしぐろ　あきと 七州会 愛知 126.0cm 25.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小３男子 石橋直仁 いしばし　なおひと 圏彗會本部 福岡 128.0cm 32.3kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小３男子 庄籠陸 しょうごもり　りく 圏彗會本部 福岡 131.0cm 28.4kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小３男子 小岩井咲我 こいわい　さくが 桜琳塾 茨城 134.0cm 35.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小３男子 楠田陸 くすだ　りく 極真会館兼田道場 大阪 135.1cm 32.2kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小３男子 宮﨑泰粋 みやざき　たいき 静空塾 静岡 131.0cm 32.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小３男子 大鹿礼毅 おおしか　らいき 大鹿道場 神奈川 134.6cm 33.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小３男子 蜜井翔馬 みつい　しょうま 閃捷塾 愛知 133.0cm 40.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小３男子 實藤珀玖 さねふじ　はく 成心會福岡支部 福岡 128.0cm 27.8kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小３男子 櫻井來登 さくらい　らいと 誠武館本部 福岡 140.0cm 37.5kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小３男子 本杉一騎 もとすぎ　いっき 立志会 愛知 135.0cm 27.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小３男子 徳嶺銀河 とくみね　ぎんが 琉心塾 沖縄 150.0cm 69.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小３男子 森上太翔 もりがみ　たいと 真正会秀勇館 大阪 143.5cm 34.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小３男子 植野圭翔 うえの　けいと 勇輝会館 大阪 125.5cm 25.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小３男子 鈴木勇翔 すずき　ゆうと 芦原会館仙台支部 宮城 140.0cm 38.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小３男子 松﨑大和 まつざき　やまと 新極真会和歌山支部 和歌山 129.2cm 29.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小４男子30kg未満 石井心勇雅 いしい　こおが 秋岡塾 熊本 127.2cm 27.5kg 34 2022ウィンターズカップ
小４男子30kg未満 藤田伶桜 ふじた　れお 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 135.0cm 29.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小４男子30kg未満 松川仁哉 まつかわ　じんや 勇征会 大分 130.0cm 29.5kg 12 全九州空手道選手権大会
小４男子30kg未満 大園陽斗 おおぞの　はると 大和会館玉城道場 大阪 130.0cm 28.5kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小４男子30kg未満 小林秀太郎 こばやし　しゅうたろう 勇誠会井上道場 大阪 128.0cm 27.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小４男子30kg未満 酒井颯斗 さかい　はやと 大和会館玉城道場 大阪 131.0cm 27.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小４男子30kg未満 石垣空琉 いしがき　くくる 聖武会館本部 兵庫 128.0cm 27.2kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小４男子30kg未満 小室龍仁 こむろ　りゅうと 烈士會 福岡 140.0cm 29.7kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小４男子30kg未満 森川奏 もりかわ　かなで KWF千葉田中道場 千葉 140.3cm 29.4kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小４男子30kg未満 西川珠生 にしかわ　しゅい 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 132.0cm 29.6kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小４男子30kg未満 鈴木珀 すずき　はく 郷英館 愛知 132.0cm 29.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg未満 長岡愛虎 ながおか　あとら 拳心会館 北海道 130.0cm 28.5kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小４男子30kg未満 仮屋翔織 かりや　とおり 桜神會館 福岡 128.0cm 26.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小４男子30kg未満 大場蓮 おおば　れん 世界闘英館 愛知 135.5cm 29.2kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小４男子30kg未満 中村隼翔 なかむら　はやと 極真拳武會さいたま浦和支部 埼玉 125.5cm 28.5kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小４男子30kg未満 洲﨑典英 すさき　のりひで 正樹道場 石川 135.0cm 29.2kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg未満 星川琉希 ほしかわ　りゅうき 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 131.4cm 29.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小４男子30kg未満 近藤龍太郎 こんどう　りゅうたろう 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 131.0cm 26.8kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小４男子30kg未満 三野海奏 みつの　みなと 昇気館向日支部 京都 134.9cm 30.6kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小４男子30kg未満 塩濱鳳 しおはま　ふう 慧昇會 山口 131.5cm 28.5kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小４男子30kg未満 本山大尊 もとやま　たいそん 佐藤道場 愛知 134.0cm 28.6kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg未満 当眞琉志 とうま　りゅうし 極真会館空田道場 沖縄 131.0cm 28.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小４男子30kg未満 金田侑 かねだ　ゆう 極真会館空田道場 沖縄 124.5cm 25.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小４男子30kg未満 森大翔 もり　たいが 黎明塾本部 福岡 133.0cm 29.7kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小４男子30kg未満 河合琉月 かわい　るつき 大上會 愛知 133.9cm 29.5kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小４男子30kg未満 中川義仁 なかがわ　あきと 真正会秀勇館 大阪 130.0cm 28.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小４男子30kg未満 安部陽人 あべ　はると 天翔塾 福岡 133.0cm 28.6kg 12 全九州空手道選手権大会
小４男子30kg未満 吉澤龍之介 よしざわ　りゅうのすけ 昭武館 埼玉 129.0cm 28.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小４男子30kg以上 上田翔希 うえだ　しょうき 宮野道場本部 兵庫 144.3cm 40.5kg 24 近畿空手道選手権大会
小４男子30kg以上 下村銀次 しもむら　ぎんじ 白蓮会館内藤道場 佐賀 143.0cm 40.0kg 34 2022ウィンターズカップ
小４男子30kg以上 大村虹蓮 おおむら　いろは 横山道場総本部 岡山 134.0cm 33.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小４男子30kg以上 長尾竜空 ながお　りく 白蓮会館内藤道場 佐賀 141.0cm 54.3kg 12 全九州空手道選手権大会
小４男子30kg以上 金城琉依 きんじょう　るい 正道会館元気道場 大阪 144.5cm 44.2kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小４男子30kg以上 谷岡志哉 たにおか　ゆきや 正道会館元気道場 大阪 145.0cm 45.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小４男子30kg以上 井関琥太郎 いせき　こたろう 宮野道場伊丹支部 兵庫 143.5cm 48.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg以上 児玉勇吹 こだま　いぶき 侍道志格闘塾 宮崎 143.0cm 45.2kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小４男子30kg以上 東力伊織 とうりき　いおり LA GYM JAPAN藤田道場本部 石川 151.0cm 55.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会



小４男子30kg以上 中岸愛琉斗 なかぎし　あると 勇誠会井上道場 大阪 142.8cm 39.1kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg以上 野見山然宇 のみやま　さりゅう 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 141.0cm 34.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小４男子30kg以上 多野龍心 たの　りゅうしん 極真会館石川県竹吉道場 石川 140.0cm 40.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg以上 渕本悠 ふちもと　ゆう 正道会館甲斐道場 佐賀 144.0cm 40.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小４男子30kg以上 坂井風天 さかい　ふうま 極真会館浜井派石川県支部 石川 146.5cm 45.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小４男子30kg以上 菱沼拓隼 ひしぬま　たくと 極真会館浜井派石川県支部 石川 130.1cm 39.5kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小４男子30kg以上 垣内岳 かきうちがく 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 144.0cm 42.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg以上 平優翔 たいら　ゆうが 武煌会館 広島 140.0cm 37.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小４男子30kg以上 北口暖大 きたぐち　はると 正道会館大河道場 奈良 142.0cm 40.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小４男子30kg以上 越智埜滉 おち　やひろ 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 137.0cm 32.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小４男子30kg以上 北澤颯一郎 きたざわ　そういちろう 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 147.0cm 41.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小４男子30kg以上 鶴田大洋 つるた　たいよう 白蓮会館東京墨田支部 東京 137.0cm 32.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小４男子30kg以上 福里昊真 ふくざと　こおま 白蓮会館沖縄支部 沖縄 136.0cm 36.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小４男子30kg以上 ステンゼル仁誓 すてんぜる　にちか 白蓮会館沖縄支部 沖縄 137.5cm 33.9kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小４男子30kg以上 今西應介 いまにし　おうすけ 極真会館関西総本部摂津支部 大阪 142.0cm 57.7kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小４男子30kg以上 吉田哲起 よしだ　てっき 誠會総本部 大阪 150.0cm 58.4kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小４男子30kg以上 笹井啓太 ささい　けいと 極真会館横浜田中道場 神奈川 137.0cm 40.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小４男子30kg以上 大山翼 おおやま　つばさ 原道場 福岡 131.8cm 30.1kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小４男子30kg以上 堀内優希 ほりうち　ゆうき 原道場 福岡 141.0cm 42.7kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小４男子30kg以上 尾﨑威心 おさき　いっさ 七州会 愛知 145.0cm 43.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小４男子30kg以上 石川隆輝 いしかわ　りゅうき 七州会 愛知 140.0cm 32.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小４男子30kg以上 早坂飛侑駕 はやさか　ひゅうが 極真拳武會さいたま浦和支部 埼玉 147.0cm 41.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小４男子30kg以上 久富煌希 ひさとみ　こうき 統心會 佐賀 146.0cm 48.7kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小４男子30kg以上 福田大珠 ふくだ　たいじゅ 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 142.3cm 31.5kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小４男子30kg以上 石川聖 いしかわ　ひじり 悠心道場堀江支部 愛媛 141.0cm 39.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小４男子30kg以上 菊地善 きくち　ぜん 神武館野村道場 静岡 147.0cm 42.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小４男子30kg以上 生島大晴 いくしま　たいせい 成心會総本部 大阪 148.0cm 48.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小４男子30kg以上 髙木志音 たかぎ　しおん 成心會総本部 大阪 146.0cm 36.6kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小４男子30kg以上 川口桜翔 かわぐち　さくと 神武館 山形 147.9cm 50.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小４男子30kg以上 佐藤駈 さとう　かける 神武館 山形 145.0cm 36.4kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小４男子30kg以上 毛利圭登 もうり　けいと 水滸會丈夫塾 北海道 151.0cm 51.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小４男子30kg以上 桜井香太 さくらい　こうた 大鹿道場 神奈川 139.0cm 31.5kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小４男子30kg以上 田中湊 たなか　みなと 閃捷塾 愛知 142.0cm 43.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小４男子30kg以上 汐﨑尋誠 しおざき　ちかなり 極真空手中崎道場関西本部 大阪 150.0cm 40.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小４男子30kg以上 野見山大聖 のみやま　たいせい 成心會福岡支部 福岡 138.0cm 32.4kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小４男子30kg以上 五味田真 ごみた　まこと 世界全極真志優会稲城道場 東京 145.6cm 50.4kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小４男子30kg以上 新實礼磨 にいみ　れいま 立志会 愛知 148.0cm 47.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小４男子30kg以上 森本洸樹 もりもと　こうき 統心會佐賀支部 佐賀 145.0cm 43.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小４男子30kg以上 高橋麟丸 たかはし　りんまる 北海道格斗クラブ羽幌道場 北海道 145.0cm 43.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小４男子30kg以上 竹本遥貴 たけもと　はるき 勇輝会館 大阪 129.5cm 31.5kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 小河章悟 おがわ　しょうご 神武会 福岡 128.0cm 28.0kg 34 2022ウィンターズカップ
小５男子35ｋｇ未満 佐藤清正 さとう　きよまさ 勇征会 大分 131.0cm 28.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 佐藤嘉倉 さとう　かぐら 勇征会 大分 138.0cm 31.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 森大翔 もり　だいと 勇征会 大分 152.5cm 33.2kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 長谷川　春翔 はせがわ　はると 正道会館元気道場 大阪 134.2cm 29.8kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 小寺愛斗 こでら　まなと 光道會舘塔本道場 大阪 144.0cm 342.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小５男子35ｋｇ未満 落丸結稀 おちまる　ゆうま 侍道志格闘塾 宮崎 137.0cm 30.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 中村洸介 なかむら　こうすけ 雅 北海道 134.0cm 32.5kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５男子35ｋｇ未満 松澤希夢 まつざわ　のぞむ 白蓮会館東京墨田支部 東京 140.0cm 35.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 中村悠吾 なかむら　ゆうご 全真会館阿倍野本部 大阪 143.0cm 34.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 松本徠希 まつもと　らいき 誠武塾 福岡 143.0cm 33.5kg 12 全九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 山本恋次 やまもと　れんじ 空會舘多治見支部 愛知 134.0cm 35.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 吉野空翔 よしの　そらと KWF千葉田中道場 千葉 131.0cm 29.4kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 一松仁 いちまつ　じん 真盟会館泉佐野支部 大阪 136.0cm 30.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 佐藤龍成 さとう　りゅうせい 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 139.0cm 34.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 黒瀬喜一 くろせ　きいち 極誠会福岡本部道場 福岡 150.0cm 34.5kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 信木櫻之介 のぶき　さのすけ 福田道場 愛媛 139.0cm 31.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会



小５男子35ｋｇ未満 川瀬雄士朗 かわせ　ゆうしろう 極真会館坂本派福井県本部 福井 138.0cm 34.5kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 市谷音人 いちたに　おと 光武会館 三重 139.0cm 34.5kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 木本嵐 きもと　あらし インパクト空手道場 愛知 142.9cm 34.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 栄海之進 さかえ　うみのしん 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 132.0cm 28.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 福場大晴 ふくば　たいせい 極真拳武會さいたま浦和支部 埼玉 144.0cm 34.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 野﨑颯斗 のざき　りゅうと 正樹道場 石川 142.0cm 34.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 山村咲煌 やまむら　しゅんき 真結氣 北海道 138.0cm 33.5kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小５男子35ｋｇ未満 山本和輝 やまもと　かずき 統心會 佐賀 132.0cm 32.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 松尾颯大 まつお　そうた 統心會 佐賀 131.0cm 27.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 作山稔茂 さくもと　なるも 静空塾 静岡 140.0cm 30.5kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５男子35ｋｇ未満 近久琉陽 ちかひさ　りゅうひ 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 136.8cm 33.5kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５男子35ｋｇ未満 塩崎颯真 しおざき　そうま 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 146.0cm 34.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 杉本彪真 すぎもと　ひょうま 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 137.5cm 34.2kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小５男子35ｋｇ未満 岸本那々生 きしもと　ななき 魚本流 大阪 140.0cm 31.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 山崎敦士 やまさき　あつし 光進会 熊本 137.0cm 32.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 竹本稜 たけもと　りょう 光進会 熊本 138.0cm 31.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 橋本大和 はしもと　やまと 極真会館安斎道場福島県本部 福島 147.0cm 34.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 手塚匠 てづか　たくみ 成心會福岡支部 福岡 140.0cm 34.4kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 上田優 うえだ　まさる 正道会館髙雄道場 大阪 134.0cm 31.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 三木翔聖 みき　しょうり 至道会館芳泉本部 岡山 135.0cm 29.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 渡邉蒼生 わたなべ　あおい 光誠会 神奈川 141.5cm 34.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小５男子35ｋｇ未満 尾田悠真 おだ　ゆうま 真正会秀勇館 大阪 130.5cm 31.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 伊澤啓吾 いざわ　けいご 真正会秀勇館 大阪 144.5cm 32.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小５男子35ｋｇ未満 島﨑翔磨 しまざき　しょうま 勇輝会館 大阪 132.2cm 29.8kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ未満 月田輝星 つきだ　こうせい 柔拳 大阪 135.0cm 30.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 副島光生 そえじま　こうき 白蓮会館九州本部 福岡 145.0cm 45.0kg 34 2022ウィンターズカップ
小５男子35ｋｇ以上 中西涼青 なかにし　りょうせい 輪道会 愛知 159.0cm 54.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 久保田碧 くぼた　あお 白蓮会館内藤道場 佐賀 146.5cm 35.4kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 四宮柊矢 しのみや　しゅうや 正援塾 大阪 148.0cm 43.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 森枝大葵 もりえだ　たいき 勇征会 大分 139.0cm 36.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 富永隼 とみなが　はやと 遂心塾 愛知 151.5cm 48.7kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 大森成真 おおもり　なりただ 白蓮会館東大阪南支部 大阪 150.0cm 49.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小５男子35ｋｇ以上 太田哲平 おおた　てっぺい 一円会館 大阪 153.0cm 52.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 佐々木大悟 ささき　だいご 宮野道場伊丹支部 兵庫 146.0cm 43.5kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小５男子35ｋｇ以上 児玉真斗 こだま　まなと 侍道志格闘塾 宮崎 154.0cm 38.7kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 関幸広 せき　ともひろ 雅 北海道 149.0cm 60.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小５男子35ｋｇ以上 森涼駕 もり　りょうが 森道場 宮崎 142.0cm 39.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 濵煌我 はま　おうが 顕正会館高槻支部 大阪 143.3cm 36.8kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５男子35ｋｇ以上 谷口楓祈 たにぐち　ふうき 聖心會 大阪 142.0cm 41.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 白川啓樹 しらかわ　ひろき 聖心會 大阪 144.2cm 38.3kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小５男子35ｋｇ以上 波木井春陽 はきい　はるき 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 152.0cm 52.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小５男子35ｋｇ以上 石隈汰一 いしぐま　たいち 正道会館甲斐道場 佐賀 144.0cm 50.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 早川友基 はやかわ　ともき 大心館 愛知 149.5cm 42.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５男子35ｋｇ以上 菊地玄 きくち　げん 聖武会館本部 兵庫 143.5cm 43.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 大西泉綺 おおにし　みずき 敬心館 愛媛 151.0cm 40.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 渡邊優輝 わたなべ　ゆうき 烈士會 福岡 144.0cm 41.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 山澤凛太朗 やまさわ　りんたろう 白蓮会館東京墨田支部 東京 147.5cm 54.3kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 張書魁 ちょう　しょかい 白蓮会館沖縄支部 沖縄 145.5cm 36.5kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小５男子35ｋｇ以上 松園一粋 まつぞの　いっすい 佐々木道場等々力本部 東京 149.0cm 43.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 佐藤謙真 さとう　けんしん 神武会館八万本部道場 徳島 167.0cm 69.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 山城拓大 やましろ　たお 桜神會館 福岡 150.0cm 47.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 山下翔大 やました　かける 誠會総本部 大阪 151.0cm 49.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 水野敢太 みずの　かんた インパクト空手道場 愛知 146.0cm 38.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小５男子35ｋｇ以上 水野三太 みずの　さんた インパクト空手道場 愛知 143.0cm 35.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 橋本一毅 はしもと　かずき 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 152.0cm 51.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 石原成 いしはら　じょう 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 163.0cm 65.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 岡村銀士 おかむら　ぎんじ 七州会 愛知 143.0cm 53.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会



小５男子35ｋｇ以上 猪狩海惺 いがり　かいせい FKC輝心会 宮城 141.0cm 36.3kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 松本常 まつもと　じょう 桜琳塾 茨城 143.0cm 43.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 長尾杏虹 ながお　あんく 牧山道場本部 大阪 142.0cm 41.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 久保原鉄生 くぼはら　てつお 佐藤道場 愛知 148.5cm 41.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 佐伯駿 さえき　しゅん 光進会 熊本 146.0cm 56.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 石飛一翔 いしとび　かずと 成心會総本部 大阪 148.0cm 41.5kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 蔵田倖之介 くらた　こうのすけ 神武館 山形 147.0cm 42.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 阿部南斗 あべ　みなと 神武館 山形 145.5cm 37.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小５男子35ｋｇ以上 毛利有登 もうり　ありと 水滸會丈夫塾 北海道 150.0cm 41.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 伊黒膳 いぐろ　ぜん 龍拳会都城三股支部 宮崎 136.0cm 46.6kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 井上颯大 いのうえ　そうた 究成会 静岡 160.5cm 52.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 長尾友朗 ながお　ともろう 今井道場 北海道 157.5cm 47.5kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小５男子35ｋｇ以上 安達虎珂 あだち　こうが 成心會福岡支部 福岡 140.0cm 39.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 龍悠斗 りゅう　はると 白蓮会館佐賀支部 佐賀 154.0cm 44.5kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 毛利斗哉 もうり　とうや 極限館 北海道 151.0cm 44.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 岩満一惺 いわみつ　いっせい 禅空館 宮崎 140.0cm 40.7kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５男子35ｋｇ以上 勝村柘斗 かつむら　たくと 白蓮会館天満支部 大阪 142.0cm 45.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小６男子40kg未満 甲斐彪太郎 かい　こたろう 護身流長迫道場 山口 146.0cm 39.5kg 34 2022ウィンターズカップ
小６男子40kg未満 山本瑛斗 やまもと　えいと 輪道会 愛知 143.0cm 33.4kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小６男子40kg未満 伊東理一 いとう　りいち 勇征会 大分 140.0cm 32.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小６男子40kg未満 吉田湊 よしだ　みなと 勇征会 大分 143.0cm 32.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小６男子40kg未満 浅野清雅 あさの　きよまさ 勇征会 大分 142.0cm 35.5kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小６男子40kg未満 渡部絢斗 わたなべ　あやと 遂心塾 愛知 147.0cm 39.9kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg未満 角颯人 かど　はやと 遂心塾 愛知 146.0cm 38.5kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg未満 白井悠生 しらいし　ゆうせい 宮野道場伊丹支部 兵庫 152.0cm 38.7kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小６男子40kg未満 山下侑我 やました　ゆうが 極真会館宮崎山下道場 宮崎 140.5cm 38.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小６男子40kg未満 佐々木絆吾 ささき　よきあ 雅 北海道 142.0cm 31.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小６男子40kg未満 桑野瑠 くわの　るい 修慧会 香川 145.0cm 36.8kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小６男子40kg未満 長谷川廉人 はせがわ　れんと 拳栄会館野口道場 福岡 148.0cm 36.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小６男子40kg未満 岡部神風 おかべ　かみかぜ 全真会館阿倍野本部 大阪 147.0cm 39.9kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小６男子40kg未満 村上雄哉 むらかみ　ゆうや 聖心會 大阪 144.0cm 34.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小６男子40kg未満 山口叶来也 やまぐち　ときや 武立会館 神奈川 153.0cm 38.5kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小６男子40kg未満 平松麗乎 ひらまつ　れお 大和会館玉城道場 大阪 141.5cm 38.8kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小６男子40kg未満 重松佑星 しげまつ　ゆうせい 大心館 愛知 146.0cm 39.5kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小６男子40kg未満 井久保奏音 いくぼ　かなと 聖武会館本部 兵庫 144.0cm 35.5kg 24 近畿空手道選手権大会
小６男子40kg未満 元田魁 もとだ　かい 聖武会館本部 兵庫 143.5cm 40.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小６男子40kg未満 杉島夏來 すぎしま　なつき 空會舘 愛知 145.0cm 35.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg未満 宮城吏 みやぎ　りー 白蓮会館沖縄支部 沖縄 145.3cm 37.8kg 12 全九州空手道選手権大会
小６男子40kg未満 嘉味田憂絆 かみだ　ゆうは 白蓮会館沖縄支部 沖縄 149.0cm 38.2kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小６男子40kg未満 本郷晴琉 ほんごう　はる FKC輝心会 宮城 145.0cm 38.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小６男子40kg未満 三浦愛之介 みうら　あいのすけ FKC輝心会 宮城 137.0cm 36.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小６男子40kg未満 河野真心 かわの　まなと 白蓮会館池田支部 大阪 140.0cm 36.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小６男子40kg未満 穴見吉紀 あなみ　よしき 秋岡塾 熊本 141.2cm 36.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小６男子40kg未満 三上虎太朗 みかみ　こたろう 真結氣 北海道 148.0cm 39.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小６男子40kg未満 岸川竜之介 きしかわ　りゅうのすけ 統心會 佐賀 150.0cm 39.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小６男子40kg未満 横井鉄生 よこい　てっしょう 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 147.0cm 38.6kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小６男子40kg未満 鴫野丈 しぎの　じょう 誠流塾 滋賀 143.0cm 39.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小６男子40kg未満 黒木寿希也 くろき　じゅきや 真盟会館和泉支部 大阪 143.5cm 39.8kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小６男子40kg未満 神田悠駿 かんだ　ゆうしゅん 白蓮会館姫路支部 兵庫 146.0cm 38.5kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg未満 工藤颯太 くどう　そうた 大鹿道場 神奈川 146.0cm 39.5kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg未満 芦塚伊織 あしづか　いおり 極真空手中崎道場関西本部 大阪 149.2cm 38.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小６男子40kg未満 松本拓己 まつもと　たくみ 烈士塾和田山支部 兵庫 141.0cm 37.1kg 24 近畿空手道選手権大会
小６男子40kg未満 山本謙志 やまもと　けんし 真武會 岡山 154.0cm 39.8kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小６男子40kg未満 岡本大和 おかもと　やまと 真正会秀勇館 大阪 140.0cm 37.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小６男子40kg以上 北井琉飛海 きたい　るひあ 宮野道場本部 兵庫 158.0cm 58.1kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小６男子40kg以上 秋葉竜之介 あきば　りゅうのすけ 無限勇進会東金本部 千葉 160.1cm 48.3kg 7 全関東空手道選手権大会
小６男子40kg以上 杉江凛音 すぎえ　りおん 横山道場備前支部 岡山 151.0cm 56.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会



小６男子40kg以上 小森曖輝 こもり　あいき 白蓮会館内藤道場 佐賀 155.5cm 54.2kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小６男子40kg以上 徳丸獅音 とくまる　れおん 白蓮会館内藤道場 佐賀 155.0cm 41.2kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小６男子40kg以上 岡田頼汰 おかだ　らいた 輪道会豊浜支部 愛知 153.5cm 45.4kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg以上 末浪壱新 すえなみ　いっしん 空手道MAC奈良学園前道場 奈良 145.0cm 47.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小６男子40kg以上 山本裕也 やまもと　ゆうや 正道会館team蓮 大阪 165.0cm 67.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg以上 田中蓮 たなか　れん 真士会 埼玉 160.0cm 59.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小６男子40kg以上 小島大河 こじま　たいが 真士会 千葉 158.0cm 51.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小６男子40kg以上 西田大斗 にしだ　ひろと 極真会館宮崎山下道場 宮崎 152.8cm 49.4kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 東條志信 とうじょう　しのぶ 全真会館阿倍野本部 大阪 165.0cm 68.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小６男子40kg以上 村西晟七 むらにし　せな 昇心塾彦根支部 滋賀 155.0cm 44.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小６男子40kg以上 小笠原航 おがさわら　わたる 昇心塾八日市支部 滋賀 161.0cm 55.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 小橋琉稀 こばし　るき 励心館連島南支部 岡山 152.0cm 53.2kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小６男子40kg以上 伊㔟田武典 いせだ　たけのり 正道会館戸田道場 高知 163.0cm 60.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小６男子40kg以上 吉永虎珀 よしなが　こはく 力心塾今戸道場 福岡 168.0cm 67.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小６男子40kg以上 本多虎太郎 ほんだ　こたろう 大場道場 埼玉 155.0cm 60.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小６男子40kg以上 操燈磨 みさお　とうま 北峰会 宮城 158.5cm 61.5kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小６男子40kg以上 松竹武蔵 まつたけ　むさし 極誠会福岡本部道場 福岡 155.0cm 51.2kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 吉村雄心 よしむら　ゆうしん 福田道場 愛媛 162.0cm 54.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小６男子40kg以上 比嘉凜音 ひが　りおん 白蓮会館沖縄支部 沖縄 164.0cm 63.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小６男子40kg以上 松川巨煌 まつかわ　こう 白蓮会館沖縄支部 沖縄 147.0cm 56.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小６男子40kg以上 奥村勇仁 おくむら　ゆうと 勲心會 石川 165.0cm 47.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小６男子40kg以上 橋本玲生 はしもと　れお 獅子王會 福井 165.0cm 61.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 戎玲生 えびす　れい 白蓮会館奈良学園前支部 奈良 149.0cm 46.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 中西啓太 なかにし　けいた 世界闘英館 愛知 161.5cm 54.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小６男子40kg以上 丸茂拓登 まるも　たくと 七州会 愛知 154.0cm 54.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小６男子40kg以上 平木亮宇 ひらき　りょう 白蓮会館池田支部 大阪 150.0cm 41.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小６男子40kg以上 原口大輝 はらぐち　だいき 白蓮会館池田支部 大阪 156.0cm 42.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小６男子40kg以上 井上優斗 いのうえ　ゆうと 暁 宮崎 146.0cm 46.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小６男子40kg以上 柴田旭 しばた　あさひ 白蓮会館姫路支部 兵庫 149.0cm 45.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小６男子40kg以上 西藤海 さいとう　うみ 成心會福岡支部 福岡 147.0cm 69.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小６男子40kg以上 大城颯亜 おおしろ　そうあ 誠武館本部 福岡 150.0cm 43.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小６男子40kg以上 新城虎琉 あらしろ　たける 拳勢会 沖縄 170.0cm 53.4kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小６男子40kg以上 髙場瑛仁 たかば　えいと 北海道格斗クラブ羽幌道場 北海道 161.0cm 66.6kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小６男子40kg以上 四元生恩 よつもと　いくし 真正会秀勇館 大阪 152.5cm 70.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小６男子40kg以上 中庭大我 なかにわ　たいが 勇輝会館 大阪 157.0cm 63.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小６男子40kg以上 八谷瑛統 やたに　えいと 柔拳 大阪 163.0cm 64.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小６男子40kg以上 後城好雄 ごじょう　よしお 叢林塾 宮崎 157.8cm 50.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小６男子40kg以上 山田幸乃丞 やまだ　こうのすけ 佐藤道場 愛知 158.0cm 58.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
中１男子50kg未満 塩見琉斗 しおみ　りゅうと 宮野道場本部 兵庫 153.5cm 42.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中１男子50kg未満 柿原昴 かきはら　すばる 圏彗會本部 福岡 147.0cm 40.0kg 34 2022ウィンターズカップ
中１男子50kg未満 安野琉希 やすの　るき 光道會舘塔本道場 大阪 157.0cm 46.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中１男子50kg未満 谷口遼磨 たにぐち　はるま 聖心會 大阪 146.0cm 48.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中１男子50kg未満 村上佳祐 むらかみ　けいすけ 武立会館 東京 155.0cm 40.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中１男子50kg未満 村上剣心 むらかみ　けんしん 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 160.0cm 49.8kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中１男子50kg未満 光山鉄太 みつやま　てった 西田道場 兵庫 146.8cm 39.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
中１男子50kg未満 岡本凌雅 おかもと　りょうが 励心館連島南支部 岡山 157.0cm 42.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中１男子50kg未満 小嶋隼飛 こじま　はやと 谷岡道場 北海道 163.0cm 46.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中１男子50kg未満 土田彪真 つちだ　ひょうま 谷岡道場 北海道 157.0cm 39.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
中１男子50kg未満 野口元希 のぐち　げんき 龍士會 福岡 162.0cm 47.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中１男子50kg未満 竹下崚千 たけした　りょうせん 烈士會 福岡 151.0cm 43.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中１男子50kg未満 新田悠仁 にった　はると 武心会角館本部 秋田 164.0cm 49.5kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
中１男子50kg未満 田場典磨 たば　てんま 白蓮会館沖縄支部 沖縄 161.0cm 49.4kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
中１男子50kg未満 平松空翔 ひらまつ　くうと 拳実会 大阪 145.0cm 37.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中１男子50kg未満 佐藤竜大 さとう　りゅうだい 極真会館関西総本部摂津支部 大阪 153.0cm 41.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
中１男子50kg未満 髙島多由太 たかしま　たゆた 誠真会館ひばりが丘道場 東京 156.0cm 49.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中１男子50kg未満 大曽根愛斗 おおぞね　あいと 極真会館浜井派愛知石川道場 愛知 156.5cm 45.8kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
中１男子50kg未満 夏山李空 なつやま　りく 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 154.0cm 49.9kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会



中１男子50kg未満 菅原一惺 すがわら　いっせい 七州会 愛知 157.0cm 42.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
中１男子50kg未満 竹内望人 たけうち　みと 七州会 愛知 155.2cm 49.2kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
中１男子50kg未満 荒田陽向 あらた　ひなた 圏彗會本部 福岡 162.0cm 48.5kg 12 全九州空手道選手権大会
中１男子50kg未満 竹本歩太 たけもと　あゆた 白蓮会館池田支部 大阪 159.0cm 45.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中１男子50kg未満 中村碧斗 なかむら　りくと 小阪会館 三重 156.0cm 43.5kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
中１男子50kg未満 長山翔悟 ながやま　しょうご 正樹道場 石川 166.0cm 49.9kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
中１男子50kg未満 山本大輝 やまもと　だいき 統心會 佐賀 150.0cm 41.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
中１男子50kg未満 小林祐太 こばやし　ゆうた 誠真会館ひばりが丘道場 東京 153.5cm 39.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
中１男子50kg未満 平井太陽 ひらい　たいよう 光進会 熊本 152.0cm 44.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中１男子50kg未満 翁長林輝 おなが　りき 極真会館空田道場 沖縄 167.0cm 47.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
中１男子50kg未満 土嶺太聖 つちみね　たいせい 七海会 青森 147.0cm 42.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中１男子50kg未満 塩山星璃碧 しおやま　せりあ 空研塾西田道場 大阪 150.0cm 44.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
中１男子50kg未満 大坂元 おおさか　げん 尚道館 富山 156.0cm 45.0kg 7 全関東空手道選手権大会
中１男子50kg未満 宮田耀太 みやた　ようた 福山道場 兵庫 153.5cm 44.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中１男子50kg未満 寺内蒼弥 てらうち　そうや 極限館 北海道 162.0cm 49.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中１男子50kg未満 河合利亜斗 かわい　りあと 大上會 愛知 149.1cm 37.9kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中１男子50kg未満 赤澤暖人 あかざわ　はると 神武館大木道場 静岡 152.0cm 43.4kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中１男子50kg未満 田中颯人 たなか　はやと 極真会館中村道場泉州北支部 大阪 159.0cm 43.0kg 24 近畿空手道選手権大会
中１男子50kg未満 山下総士 やました　そうじ 聖空会山本道場 徳島 156.0cm 46.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中１男子50kg以上 長谷川凰星 はせがわ　こうせい 無限勇進会 千葉 34 2022ウィンターズカップ
中１男子50kg以上 岡根昊叶 おかね　そらと 井上道場 熊本 166.0cm 56.0kg 34 2022ウィンターズカップ
中１男子50kg以上 山本真大 やまもと　しんた 極真会館宮崎山下道場 宮崎 162.0cm 66.0kg 34 2022ウィンターズカップ
中１男子50kg以上 曽我快叶 そが　はやと 勇征会江藤支部 大分 160.0cm 52.9kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中１男子50kg以上 朝比奈勇真 あさひな　ゆうま 極真会館関西総本部摂津支部 大阪 166.0cm 60.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中１男子50kg以上 溝江匠真 みぞえ　しょうま 極真会館宮城県本部 宮城 165.0cm 56.5kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
中１男子50kg以上 大友悠聖 おおとも　ゆうせい 葵塾 北海道 172.0cm 96.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
中１男子50kg以上 吹上優天 ふきあげ　やてん 光山会 静岡 169.8cm 84.2kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中１男子50kg以上 池上そら いけがみ　そら 正道会館甲斐道場 佐賀 167.0cm 63.5kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中１男子50kg以上 長坂子龍 ながさか　しりゅう 極真空手道忍會ふじみ野本部 埼玉 158.0cm 62.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中１男子50kg以上 新藤竜希 しんどう　たつき 極真空手道忍會ふじみ野本部 埼玉 161.0cm 52.1kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
中１男子50kg以上 松川凱哉 まつかわ　がいや 白蓮会館沖縄支部 沖縄 160.0cm 57.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中１男子50kg以上 松本煌斗 まつもと　きらと 拳実会 大阪 164.0cm 59.2kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中１男子50kg以上 大崎泰典 おおさき　たいすけ 白蓮会館神戸支部 兵庫 165.0cm 55.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
中１男子50kg以上 加藤蓮 かとう　れん 波空会 神奈川 177.0cm 62.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中１男子50kg以上 加藤迅 かとう　じん 波空会 神奈川 177.0cm 62.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中１男子50kg以上 大鹿倫毅 おおしか　りんき 大鹿道場 神奈川 154.6cm 53.8kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
中１男子50kg以上 久保田漣大 くぼた　れんだい 龍拳会都城三股支部 宮崎 157.5cm 69.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
中１男子50kg以上 蜜井龍一郎 みつい　りゅういちろう 閃捷塾 愛知 160.0cm 70.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
中１男子50kg以上 樋口銀雅 ひぐち　ぎんが 原道場 広島 154.0cm 52.4kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中１男子50kg以上 武田大和 たけだ　やまと 新極真会宮城支部 宮城 169.0cm 70.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
中１男子50kg以上 内藤托麻 ないとう　たくま 興武会館本部 福岡 166.0cm 65.5kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
中１男子50kg以上 曽和夢叶 そわ　ゆうと 金剛カラテ橋本道場 和歌山 165.0cm 59.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
中２男子55kg未満 大野朔多郎 おおの　さくたろう 武奨館吉村道場 石川 167.0cm 52.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
中２男子55kg未満 森河瑛太 もりかわ　えいた 勇征会 大分 141.0cm 34.7kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中２男子55kg未満 大谷慶心 おおたに　けんしん 白蓮会館東大阪南支部 大阪 155.0cm 53.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
中２男子55kg未満 辻西由登 つじにし　ゆと 全真会館阿倍野本部 大阪 164.5cm 54.4kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中２男子55kg未満 四元海斗 よつもと　かいと 優心塾 神奈川 165.0cm 47.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中２男子55kg未満 吉永琳 よしなが　りん 侍道志格闘塾 宮崎 154.5cm 43.8kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
中２男子55kg未満 髙橋啓斗 たかはし　けいと 大和会館玉城道場 大阪 155.0cm 49.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中２男子55kg未満 鎌田凌真 かまだ　りょうま 眞琉會 石川 153.0cm 46.5kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中２男子55kg未満 澤洸太朗 さわ　こうたろう 武奨館吉村道場 石川 165.0cm 52.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中２男子55kg未満 谷海璃 たに　かいり 烈士會 福岡 160.0cm 50.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中２男子55kg未満 山下隼弥 やました　しゅんや 烈士會 福岡 162.5cm 53.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中２男子55kg未満 奥山瑠斗 おくやま　りゅうと 仰拳塾 岐阜 155.0cm 46.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg未満 土屋湊 つちや　そう 白蓮会館東京墨田支部 東京 165.0cm 47.0kg 7 全関東空手道選手権大会
中２男子55kg未満 銘苅琉王 めかる　りゅうわ 白蓮会館沖縄支部 沖縄 163.0cm 48.5kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
中２男子55kg未満 渡久地政那 とぐち　せな 白蓮会館沖縄支部 沖縄 169.0cm 52.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者



中２男子55kg未満 各務壮祐 かかむ　そうすけ 極真会館浜井派愛知石川道場 愛知 167.0cm 54.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg未満 桐原歩夢 きりはら　あゆむ 世界闘英館 愛知 163.0cm 46.8kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg未満 田口心道 たぐち　ここみち 世界闘英館 愛知 162.0cm 48.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg未満 水町昇吾 みずまち　しょうご 原道場 福岡 169.0cm 54.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２男子55kg未満 辻愛輝斗 つじ　あきと 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 153.0cm 50.0kg 24 近畿空手道選手権大会
中２男子55kg未満 石黒翔士 いしぐろ　しょうと 七州会 愛知 151.0cm 40.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
中２男子55kg未満 正木翔夢 まさき　しおん 七州会 愛知 162.0cm 47.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中２男子55kg未満 菊地小次郎 きくち　こじろう FKC輝心会 宮城 170.0cm 54.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
中２男子55kg未満 穴見元紀 あなみ　もとき 秋岡塾 熊本 159.0cm 50.8kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
中２男子55kg未満 山口虎志 やまぐち　とらじ 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 156.0cm 50.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中２男子55kg未満 髙岡日向 たかおか　ひなた 悠心道場 愛媛 168.2cm 49.8kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中２男子55kg未満 工藤蓮 くどう　れん 空武會 愛知 165.0cm 55.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中２男子55kg未満 服部匠真 はっとり　たくま 清武会三重道場 三重 152.0cm 47.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
中２男子55kg未満 杉本隼基 すぎもと　はやき 今井道場 北海道 161.0cm 54.3kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
中２男子55kg未満 手塚晃樹 てづか　こうき 成心會福岡支部 福岡 154.0cm 45.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中２男子55kg未満 高橋鳳晴 たかはし　ほうせい 北海道格斗クラブ羽幌道場 北海道 160.0cm 54.8kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中２男子55kg未満 吉本貫太郎 よしもと　かんたろう 勇輝会館 大阪 160.0cm 54.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中２男子55kg未満 石神吟 いしがみ　ぎん 極真会館中村道場延岡支部 宮崎 152.0cm 44.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
中２男子55kg未満 大村絆人 おおむら　はんと 極真水口派魂心舘 岡山 161.0cm 53.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中２男子55kg以上 平野志恩 ひらの　しおん 白蓮会館佐賀支部 佐賀 170.0cm 70.0kg 34 2022ウィンターズカップ
中２男子55kg以上 渡邊羅偉 わたなべ　らい 空手道MAC奈良大安寺道場 奈良 176.0cm 73.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中２男子55kg以上 後藤絆 ごとう　きずな 勇征会 大分 170.0cm 72.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中２男子55kg以上 辰巳存 たつみ　たもつ 聖武会館本部 兵庫 170.0cm 92.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg以上 濱田悠斗 はまだ　ゆうと 正道会館戸田道場 高知 175.0cm 58.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中２男子55kg以上 小室慶仁 こむろ　けいと 烈士會 福岡 175.0cm 74.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
中２男子55kg以上 五味結雅 ごみ　ゆうが 飛馬道場 神奈川 163.0cm 83.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中２男子55kg以上 金城壮志 かねしろ　そうし 誠會総本部 大阪 168.0cm 65.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
中２男子55kg以上 都築莉玖 つづき　りく 世界闘英館 愛知 176.0cm 84.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中２男子55kg以上 松添光希 まつぞえ　こうき 原道場 福岡 167.5cm 67.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２男子55kg以上 丸茂雄太 まるも　ゆうた 七州会 愛知 170.0cm 74.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中２男子55kg以上 本郷琉生 ほんごう　るい FKC輝心会 宮城 167.0cm 64.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２男子55kg以上 松本歩大 まつもと　あお 桜琳塾 茨城 168.0cm 68.0kg 7 全関東空手道選手権大会
中２男子55kg以上 藤原心太朗 ふじわら　こたろう 一拳会 京都 173.0cm 76.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中２男子55kg以上 阿部鎧彪 あべ　がい 七海会 青森 174.0cm 66.5kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中２男子55kg以上 戸屋絆 とや　きずな 神武館 山形 168.0cm 57.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
中２男子55kg以上 羽谷虎哲 はたに　こてつ 白蓮会館堺支部 大阪 169.5cm 62.3kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中２男子55kg以上 茶藤大志 ちゃとう　たいし 真正会松本道場広島本部 広島 160.0cm 65.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
中２男子55kg以上 大浴元希 おおさこ　げんき 正道会館髙雄道場 大阪 171.5cm 61.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
中２男子55kg以上 本杉一颯 もとすぎ　いっさ 立志会 愛知 168.0cm 83.8kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
中２男子55kg以上 吉田京生 よしだ　きょうせい 道真会館松本道場 愛媛 164.0cm 66.5kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中２男子55kg以上 村田琥珀 むらた　こはく 芦原会館美祢支部 山口 179.8cm 83.5kg 12 全九州空手道選手権大会
中３男子60kg未満 佐々木綸吾 ささき　いとあ 雅 北海道 163.0cm 50.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中３男子60kg未満 棚澤大空 たなざわ　そら 武双 兵庫 164.0cm 55.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中３男子60kg未満 樋本涼 ひもと　りょう 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 165.0cm 49.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中３男子60kg未満 加藤宥希 かとう　ゆうき 祐心会尾張旭 愛知 160.0cm 51.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
中３男子60kg未満 日原愛弥 ひばら　なるや 武煌会館 広島 164.0cm 54.0kg 24 近畿空手道選手権大会
中３男子60kg未満 有田空矢 ありた　くうや 龍士會 福岡 169.0cm 57.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中３男子60kg未満 山田月斗 やまだ　らいと 剛柔流志道館 沖縄 162.0cm 50.2kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
中３男子60kg未満 秋山竜徹 あきやま　りゅうと 統心會 佐賀 162.0cm 52.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中３男子60kg未満 塩濱蓮 しおはま　れん 慧昇會 山口 164.7cm 57.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中３男子60kg未満 来島志成 きじま　しなる 慧昇會 山口 162.5cm 52.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
中３男子60kg未満 東瑛斗 あずま　えいと 真盟会館和泉支部 大阪 171.0cm 59.5kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
中３男子60kg未満 與那覇颯太 よなは　そうた 極真会館沖縄県支部宮古道場 沖縄 158.0cm 58.5kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
中３男子60kg未満 原田大雅 はらだ　たいが 龍拳会 宮崎 165.4cm 59.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
中３男子60kg未満 上垣内壱太 かみごうち　いった 真正会松本道場 広島 164.0cm 58.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中３男子60kg未満 樋口煌雅 ひぐち　こうが 原道場 広島 154.2cm 55.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
中３男子60kg未満 三木音潤 みき　ごおる 至道会館芳泉本部 岡山 165.0cm 57.5kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会



中３男子60kg以上 藤井瑛心 ふじい　えいと 拳武会館 兵庫 172.0cm 73.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中３男子60kg以上 永田颯太 ながた　そうた 侍道志格闘塾 宮崎 169.0cm 71.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中３男子60kg以上 楠山瑛唯 くすやま　あきただ 顕正会館 大阪 180.0cm 78.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
中３男子60kg以上 元田大介 もとだ　だいすけ 正道会館戸田道場 高知 170.0cm 85.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中３男子60kg以上 羽山悠太 はやま　しゅうた 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 172.0cm 94.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中３男子60kg以上 船津唯音 ふなつ　ゆいと 統心會 佐賀 174.0cm 66.5kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
中３男子60kg以上 玉井祥大郎 たまい　しょうたろう 昇気館洛西支部 京都 171.0cm 64.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中３男子60kg以上 大隈直人 おおくま　なおと 慧昇會 山口 177.0cm 68.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中３男子60kg以上 松本理暉 まつもと　りき 真盟会館和泉支部 大阪 171.0cm 100.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中３男子60kg以上 石神勇斗 いしがみ　ゆうと 正道会館総本部 大阪 172.0cm 78.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中３男子60kg以上 石田虎琉 いしだ　くりゅう 拳真流チームアキラ 愛知 171.0cm 71.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
中３男子60kg以上 三木将嗣 みき　まさし 岡村道場姫路本部 兵庫 172.5cm 66.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中３男子60kg以上 松川一護 まつかわ　いちご 闘心會 北海道 175.0cm 72.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
中３男子60kg以上 松本煌成 まつもと　こうせい 武心剛術会 北海道 177.0cm 74.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中３男子60kg以上 竹井崚馬 たけい　りょうま 誠龍門 宮崎 169.3cm 75.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
高校男子65kg未満 門木虎太郎 かどき　こたろう 輝道会館 岡山 175.0cm 64.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
高校男子65kg未満 陣内浬空 じんのうち　りく 白蓮会館佐賀支部 佐賀 175.0cm 64.2kg 12 全九州空手道選手権大会
高校男子65kg未満 文能元輝 ぶんのう　げんき 白蓮会館八尾西支部 大阪 166.0cm 57.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子65kg未満 大野耀斗 おおの　あきと 侍道志格闘塾 宮崎 165.0cm 54.6kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
高校男子65kg未満 大石蓮 おおいし　れん 大和会館玉城道場 大阪 169.0cm 59.5kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
高校男子65kg未満 桑野魁 くわの　かい 修慧会 香川 170.0cm 64.2kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
高校男子65kg未満 山川慧大 やまかわ　けいた 真誠塾 三重 163.0cm 57.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
高校男子65kg未満 三井所太陽 みいしょ　たいよう 真道會 佐賀 165.0cm 64.8kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
高校男子65kg未満 三井所大地 みいしょ　だいち 真道會 佐賀 157.0cm 64.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
高校男子65kg未満 平田琉人 ひらた　りゅうと 白蓮会館沖縄支部 沖縄 160.0cm 64.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
高校男子65kg未満 宮本晃矢 みやもと　こうや 如水会館来住支部 愛媛 171.0cm 64.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子65kg未満 宮本悠矢 みやもと　ゆうや 如水会館来住支部 愛媛 170.0cm 63.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
高校男子65kg未満 林泰成 はやし　たいせい 白蓮会館神戸支部 兵庫 170.0cm 63.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
高校男子65kg未満 松田彪雅 まつだ　ひゅうが 白蓮会館奈良学園前支部 奈良 173.0cm 65.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
高校男子65kg未満 田淵海 たぶち　しい 七州会 愛知 177.0cm 62.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
高校男子65kg未満 西川星輝 にしかわ　きらり 小阪会館 三重 171.0cm 64.6kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
高校男子65kg未満 柳井星七 やない　せな 空身館 愛知 178.0cm 64.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
高校男子65kg未満 牛尾友雅 うしお　ゆうが 魚本流 大阪 170.0cm 61.0kg 24 近畿空手道選手権大会
高校男子65kg未満 藤原拓夢 ふじわら　たくむ 成心會総本部 大阪 163.0cm 50.2kg 24 近畿空手道選手権大会
高校男子65kg未満 若林優凜 わかばやし　ゆうり 黎明塾南支部 福岡 163.0cm 58.2kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
高校男子65kg未満 除地明翔 じょち　みんと 空武會 愛知 165.0cm 58.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
高校男子65kg未満 佐藤誠真 さとう　せいま 空武會 愛知 173.0cm 61.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子65kg未満 青野小太郎 あおの　こたろう 松岡道場 大阪 170.0cm 60.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
高校男子65kg未満 髙橋来未 たかはし　らい 円掣会 秋田 170.0cm 56.5kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
高校男子65kg未満 入江奏人 いりえ　かなと 芦原会館小月支部 山口 169.7cm 64.9kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
高校男子65kg未満 大城亜舟 おおき　あしゅう 誠武館本部 福岡 157.0cm 55.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
高校男子65kg未満 箸本愛与 はしもと　あいと 嶋田塾 石川 170.0cm 59.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
高校男子65kg未満 田尾豪利 たお　ひでとし 極真会館北海道総本部髙木道場 北海道 172.0cm 64.5kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
高校男子65kg未満 長尾元光 ながお　あさひ 白蓮会館岡山支部 岡山 174.0cm 58.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
高校男子65kg未満 佐藤大輝 さとう　だいき 闘心會 北海道 174.0cm 62.5kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
高校男子65kg未満 相楽匠皇 さがら　たくみ 芦原会館郡山南支部 福島 158.0cm 50.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
高校男子65kg未満 藤江礼 ふじえ　れん 圏彗會福岡県支部 福岡 166.0cm 60.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子65kg未満 藤川達也 ふじかわ　たつや 光武会館 三重 173.0cm 65.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
高校男子75kg未満 藤田彪牙 ふじた　ひゅうが 宮野道場本部 兵庫 178.0cm 70.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子75kg未満 尾上創多 おのうえ　そうた 祥龍会 宮崎 167.2cm 70.2kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
高校男子75kg未満 大森政之介 おおもり　せいのすけ 白蓮会館東大阪南支部 大阪 183.0cm 74.9kg 33 2022全関西空手道選手権大会
高校男子75kg未満 仲海信 なか　かいしん 白蓮会館羽曳野支部 大阪 172.0cm 74.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
高校男子75kg未満 小川聖斗 おがわ　まさと 無門塾本部道場 福岡 176.0cm 73.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
高校男子75kg未満 酒井脩平 さかい　しゅうへい 極真会館神奈川県井上道場 神奈川 170.5cm 64.8kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
高校男子75kg未満 大石稜悟 おおいし　りょうご 至真会館 山形 170.1cm 68.6kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
高校男子75kg未満 岩見大河 いわみ　たいが 神武会館小松島道場 徳島 172.0cm 68.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子75kg未満 柏田悠希 かしわだ　ゆうき 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 174.0cm 67.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会



高校男子75kg未満 足立稜真 あだち　りょうま 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 178.0cm 70.5kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
高校男子75kg未満 西山元蔵 にしやま　げんぞう 統心會 佐賀 172.0cm 70.0kg 12 全九州空手道選手権大会
高校男子75kg未満 池山京太郎 いけやま　きょうたろう 昇気館 京都 175.5cm 74.9kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
高校男子75kg未満 小野拳新 おの　けんしん 修勇館 愛媛 171.6cm 69.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
高校男子75kg未満 佐藤吏 さとう　つかさ 修武會 北海道 170.0cm 65.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
高校男子75kg未満 﨑山颯太 さきやま　そうた 黎明塾本部 福岡 173.0cm 74.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
高校男子75kg未満 坂本悠 さかもと　ゆう 空手道MAC奈良郡山道場 奈良 175.0cm 68.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
高校男子75kg以上 本願聖仁 ほんがん　ゆうと 真闘塾高千穂道場 宮崎 166.0cm 83.0kg 34 2022ウィンターズカップ
高校男子75kg以上 田水春樹 たみず　はるき 全真会館阿倍野本部 大阪 182.0cm 108.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
高校男子75kg以上 長谷遥登 はせ　はると 白蓮会館八尾西支部 大阪 173.5cm 88.5kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子75kg以上 木戸翔太 きど　しょうた 最強塾 北海道 187.0cm 96.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
高校男子75kg以上 前田竜太郎 まえだ　りゅうたろう 七州会 愛知 174.0cm 85.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
高校男子75kg以上 原田柊希 はらだ　とうき 岩見道場 熊本 175.0cm 110.0kg 12 全九州空手道選手権大会
高校男子75kg以上 植野晃誠 うえの　こうせい 極真空手中山道場 香川 172.0cm 76.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
高校男子75kg以上 木岡永眞 きおか　とうま 真盟会館総本部 大阪 187.0cm 80.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
高校男子75kg以上 土山恭矢 つちやま　きょうや 至道会館 岡山 178.0cm 80.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
幼年女子 白石彩華 しらいし　はな 一進会大在支部 大分 105.0cm 18.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
幼年女子 横田一莉 よこた　いまり 一進会下郡支部 大分 108.0cm 16.5kg 34 2022ウィンターズカップ
幼年女子 今中櫻子 いまなか　さくらこ 横山道場総本部 岡山 123.0cm 29.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
幼年女子 髙本愛葉 たかもと　あいは 白蓮会館東大阪東支部 大阪 108.0cm 18.4kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
幼年女子 記虎美李那 きとら　みいな 魚本流 大阪 104.0cm 20.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
幼年女子 上野文愛 うえの　もえ 昇心塾彦根支部 滋賀 104.0cm 17.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
幼年女子 小林凛桜 こばやし　りお 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 110.0cm 18.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
幼年女子 加藤笑麗 かとう　えみり 静空塾 静岡 120.9cm 23.4kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
幼年女子 久野陽菜美 くの　ひなみ 立志会 愛知 115.0cm 19.4kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
幼年女子 森本ひより もりもと　ひより 統心會佐賀支部 佐賀 112.0cm 21.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
幼年女子 奥田凜 おくだ　りん 福本会館 福岡 119.0cm 21.4kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小１女子 上田蘭 うえだ　らん 宮野道場本部 兵庫 119.6cm 22.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小１女子 東想乃 あずま　その 武奨館吉村道場 石川 123.0cm 31.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小１女子 浦七聖 うら　ななせ 白蓮会館内藤道場 佐賀 114.2cm 22.3kg 34 2022ウィンターズカップ
小１女子 市原未織 いちはら　みおり 一進会公園通り支部 大分 110.0cm 19.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小１女子 杉浦初依 すぎうら　うい 大和会館玉城道場 大阪 127.0cm 28.6kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小１女子 小池瑠璃 こいけ　るり JKK聖拳武館 愛知 120.0cm 24.1kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小１女子 野口柚里香 のぐち　ゆりか 龍士會 福岡 121.0cm 25.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小１女子 赤土愛奈 しゃくど　なな 正道会館大河道場 奈良 121.5cm 23.9kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小１女子 阿部瑞希 あべ　みずき FKC輝心会 宮城 124.0cm 30.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小１女子 山村茜鈴 やまむら　ありん 真結氣 北海道 123.0cm 23.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小１女子 今村紬希 いまむら　つむぎ 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 114.0cm 22.2kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小１女子 新田明来 あらた　あこ 優斗会館 沖縄 114.0cm 20.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小１女子 石川一花 いしかわ　いちか 悠心道場堀江支部 愛媛 124.0cm 24.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小１女子 古川桜彩 ふるかわ　さあや 七海会 青森 124.0cm 25.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小１女子 柿﨑愛奈 かきざき　あいな 新極真会宮城支部 宮城 132.0cm 35.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小１女子 比嘉葵 ひが　あおい 優斗会館 沖縄 116.5cm 22.5kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小２女子 桑野寧 くわの　ねい 修慧会 香川 125.5cm 24.8kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小２女子 荒木千奈 あらき　ちな 全真会館福島支部 大阪 130.0cm 28.5kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小２女子 藤原月遥 ふじわら　つきは 斯誠塾 京都 120.5cm 27.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小２女子 島田幸来 しまだ　さら 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 119.0cm 23.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小２女子 小野絆菜 おの　はんな 武煌会館 広島 132.0cm 49.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小２女子 松下璃音 まつした　りお 正道会館大河道場 奈良 138.0cm 40.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小２女子 大黒姫華 おおぐろ　るか 魚本流 大阪 123.0cm 23.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小２女子 瀬戸千結希 せと　ちゆき 拳武館 北海道 126.1cm 30.3kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小２女子 ステンゼル珠菜 すてんぜる　じゅな 白蓮会館沖縄支部 沖縄 123.2cm 23.1kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小２女子 指宿琉愛 いぶすき　るあ 白蓮会館沖縄支部 沖縄 125.0cm 25.4kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小２女子 朝比奈唯花 あさひな　ゆいか 極真会館関西総本部摂津支部 大阪 130.0cm 30.1kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小２女子 古岡みのり ふるおか　みのり 白蓮会館神戸支部 兵庫 134.2cm 33.4kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小２女子 仮屋望愛 かりや　のあ 桜神會館 福岡 122.0cm 22.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小２女子 藤原優桜 ふじわら　ゆうら 極真会館中村道場兵庫西支部 兵庫 122.1cm 21.5kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会



小２女子 尾﨑心奏 おさき　もか 七州会 愛知 132.0cm 30.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小２女子 谷口凛音那 たにぐち　りおな 七州会 愛知 125.0cm 24.0kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小２女子 徳地珠那 とくち　しゅな 暁 宮崎 120.0cm 24.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小２女子 後藤実莉 ごとう　みのり 暁 宮崎 126.0cm 24.0kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小２女子 横井凜花 よこい　りんか 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 125.0cm 23.8kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小２女子 園部杏珠 そのべ　あんず 悠心道場伊台支部 愛媛 116.0cm 20.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小２女子 木村亜璃衣 きむら　ありい 佐藤道場 愛知 127.5cm 26.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小２女子 西村美波 にしむら　みなみ 七海会 青森 125.0cm 25.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小２女子 三島紗綾 みしま　さあや 闘輝会館 広島 135.0cm 35.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小２女子 久野由衣菜 くの　ゆいな 立志会 愛知 124.0cm 29.5kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小２女子 鑓水咲乃 やりみず　さきの 神武会 福岡 122.0cm 23.6kg 12 全九州空手道選手権大会
小３女子 杉江美音 すぎえ　みお 横山道場備前支部 岡山 136.0cm 40.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小３女子 塚元沙彩 つかもと　さや 横山道場備前支部 岡山 146.0cm 47.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小３女子 岩永莉々奈 いわなが　りりな 白蓮会館内藤道場 佐賀 135.0cm 31.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小３女子 由田優希 よしだ　ゆの 昇心塾八日市支部 滋賀 129.5cm 27.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小３女子 中澤倫子 なかざわ　みちこ 新極真会栃木支部 栃木 137.0cm 37.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小３女子 髙野ひおり たかの　ひおり 祐心会 愛知 130.5cm 29.6kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小３女子 磯﨑瑛麻 いそざき　えま 極真会館宮崎山下道場 宮崎 125.4cm 25.3kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小３女子 松尾美杏乃 まつお　みあの 拳栄会館本部道場 佐賀 130.0cm 24.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小３女子 秋山琴音 あきやま　ことね 白蓮会館東京墨田支部 東京 131.0cm 42.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小３女子 髙着麗海 こうちゃく　うるみ 誠武塾 福岡 123.0cm 23.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小３女子 石黒愛徠 いしぐろ　あいら 武真会 愛知 127.0cm 27.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小３女子 角田ひより かくた　ひより 飛馬道場 神奈川 143.0cm 41.5kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小３女子 長谷優愛 ながたに　ゆあ 賢心會 大分 121.0cm 23.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小３女子 五十嵐唯郁 いがらし　ゆいか 五十嵐道場 福島 134.5cm 31.2kg 7 全関東空手道選手権大会
小３女子 辻姫夢 つじ　らむ 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 137.0cm 40.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小３女子 服部愛夢 はっとり　あむ 佐藤道場 愛知 130.0cm 27.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小３女子 若林里緒 わかばやし　りお 黎明塾南支部 福岡 127.0cm 27.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小３女子 仲地志音 なかち　ここね 優斗会館 沖縄 133.0cm 37.5kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小３女子 菅原乃彩 すがわら　のあ 今井道場 北海道 122.5cm 24.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小３女子 新城咲琉 あらしろ　える 拳勢会 沖縄 140.5cm 36.5kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小４女子32ｋｇ未満 六嶋玲乃 ろくしま　れの 白蓮会館東大阪北支部 大阪 135.0cm 28.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 北井海音來 きたい　あねら 宮野道場本部 兵庫 136.6cm 29.8kg 24 近畿空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 北さくら きた　さくら 優心塾 神奈川 128.5cm 26.3kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 石岡咲蘭 いしおか　さら 志成館 広島 134.2cm 31.4kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 大西こまき おおにし　こまき 心道會 奈良 136.0cm 29.8kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小４女子32ｋｇ未満 白数るあら しらす　るあら 昇心塾八日市支部 滋賀 134.0cm 28.4kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小４女子32ｋｇ未満 髙着心海 こうちゃく　ここみ 誠武塾 福岡 134.0cm 29.5kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 齋藤心結 さいとう　こゆ 指針会館飯塚支部 山形 135.0cm 27.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 沼澤琉月 ぬまざわ　るな 拳実会 大阪 131.0cm 30.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 髙島いと葉 たかしま　いとは 誠真会館杉並道場 東京 125.0cm 26.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 柿原芽衣奈 かきはら　めいな 圏彗會本部 福岡 130.0cm 28.5kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 藤崎藍璃 ふじさき　あいり 一道会 宮崎 134.6cm 30.8kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 大古田汐栞 おおこた　しおり 神武館野村道場 静岡 135.0cm 27.9kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 藤原あさひ ふじわら　あさひ 飛拳塾 兵庫 133.0cm 31.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 槇野壬美 まきの　つぐみ 芦原会館倉敷支部 岡山 132.0cm 30.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 金光由津波 かねみつ　ゆづは 志琉会総本部 広島 133.0cm 26.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ未満 仲摩玲那 なかま　れな 新誠會 静岡 134.0cm 30.1kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 大河原萌生 おおかわら　めい 白蓮会館山形支部 山形 130.5cm 37.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小４女子32ｋｇ以上 與那城二奈 よなしろ　にいな 剛柔流志道館 沖縄 154.0cm 42.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小４女子32ｋｇ以上 都築梨那 つづき　りな 世界闘英館 愛知 152.0cm 53.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 鰐部瑛南 わにべ　えな 空身館 愛知 149.5cm 38.3kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 黒木寿蘭 くろき　じゅら 真盟会館和泉支部 大阪 146.8cm 42.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小４女子32ｋｇ以上 田中聖 たなか　ひじり 琉道会館神戸支部 兵庫 145.0cm 47.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 久保原希子 くぼはら　きこ 佐藤道場 愛知 146.0cm 39.4kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 南友利葵 みなみ　ゆりあ 白蓮会館堺支部 大阪 149.0cm 41.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 駒田好奏 こまだ　みなう 松武館空手道高野尾支部 三重 140.0cm 44.4kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者



小４女子32ｋｇ以上 坂井望桜 さかい　みお 極限館 北海道 156.4cm 65.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
小４女子32ｋｇ以上 福島悠澄 ふくしま　ゆずみ 正道会館熊本支部 熊本 142.0cm 34.5kg 34 2022ウィンターズカップ
小４女子32ｋｇ以上 横田絆生 よこた　きい 一進会下郡支部 大分 134.0cm 35.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 玉置桧菜 たまき　ひいな 昇心塾本部 滋賀 140.0cm 37.3kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 水岡緒花 みずおか　おはな 極真会館浜井派石川県支部 石川 144.8cm 39.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 間野杏里 まの　あんり 極真会館浜井派石川県支部 石川 143.0cm 40.5kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小４女子32ｋｇ以上 吉田花音 よしだ　かのん 極真会館中村道場兵庫西支部 兵庫 153.0cm 45.5kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 吉永琥愛 よしだ　こあ 力心塾今戸道場 福岡 150.0cm 50.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 丸山陽菜 まるやま　はるな 拳聖塾 大阪 145.5cm 45.3kg 24 近畿空手道選手権大会
小４女子32ｋｇ以上 長瀬楓歩 ながせ　ふうあ 至真会館本部道場 山形 138.0cm 36.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小４女子32ｋｇ以上 吉村妃 よしむら　きさき 福田道場 愛媛 145.0cm 38.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 児島優維 こじま　ゆうい 真闘塾高千穂道場 宮崎 137.0cm 30.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５女子35ｋｇ未満 三谷愛來 みたに　あいら 七州会 愛知 134.0cm 30.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 髙西琉花 たかにし　るか 極真会館長谷場派前田道場 兵庫 142.0cm 34.7kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 吉田谷蘭 よしだや　らん 空身館 愛知 146.0cm 34.5kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 山口志乃 やまぐち　しの 正道会館KCIEL新居浜支部 愛媛 130.0cm 27.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小５女子35ｋｇ未満 奈良優寿貴 なら　ゆずき 魚本流 大阪 148.2cm 33.8kg 24 近畿空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 荻野心子 おぎの　ここ 全真会館中部本部 愛知 145.0cm 34.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 山科心潤 やましな　みうる 極真空手中崎道場関西本部 大阪 142.0cm 34.2kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 高見芽生 たかみ　めい 至道会館 岡山 148.0cm 34.8kg 24 近畿空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 中村吏杏 なかむら　りあん 新誠會 静岡 139.0cm 32.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５女子35ｋｇ未満 町りの まち　りの 真士会 埼玉 140.0cm 32.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小５女子35ｋｇ未満 永田心音 ながた　ここね 侍道志格闘塾 宮崎 140.0cm 34.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 松本叶愛来 まつもと　とあら 拳実会 大阪 140.0cm 33.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 樋本楓 ひもと　かえで 白蓮会館湘南鎌倉支部 神奈川 138.0cm 31.0kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 西岡もえ にしおか　もえ 真誠塾 三重 133.5cm 30.8kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 藤原汐杏 ふじわら　きあら 白蓮会館東大阪北支部 大阪 140.0cm 31.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 増田雫 ますだ　しずく 龍士會 福岡 138.0cm 34.2kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 久保田紗奈 くぼた　さな 龍士會 福岡 132.8cm 32.4kg 12 全九州空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 竹下帆風 たけした　ほかぜ 烈士會 福岡 142.0cm 32.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 磯嵜乙華 いそざき　おとか 烈士會 福岡 136.2cm 32.9kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ未満 原田都杏 はらだ　とあ 拳実会 大阪 145.0cm 33.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 伊藤千愛 いとう　ちえ 誠真会館ひばりが丘道場 東京 155.0cm 49.7kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 五嶋紗英 ごとう　さえ 勇清会牧山道場本部 大阪 155.0cm 39.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 竹内優奈 たけうち　ゆうな 白蓮会館八尾西支部 大阪 160.0cm 49.2kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 田中美颯 たなか　みはや 正援塾 大阪 146.5cm 48.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 金曽梨子 かねそ　りこ 極真会館浜井派石川県支部 石川 148.6cm 40.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
小５女子35ｋｇ以上 長木結愛 ながき　ゆあ 真正会熊本支部 熊本 146.0cm 49.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 久賀柚奈 くが　ゆずな 牧山道場本部 大阪 154.4cm 62.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 勝瀬莉菜 かつせ　りな 極真道拳王会 徳島 155.5cm 52.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 福山由真 ふくやま　ゆみ 全真会館名古屋本部 愛知 158.0cm 48.5kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 平川寿理 ひらかわ　じゅり 黎明塾宇佐支部 大分 156.8cm 55.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 速水初唯 はやみ　うい 白蓮会館堺支部 大阪 160.1cm 61.5kg 24 近畿空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 木原凜 きはら　りん 真正会松本道場広島本部 広島 146.5cm 54.7kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 河村さくら かわむら　さくら 賢心會 大分 146.4cm 37.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 和田幸々 わだ　ここ 神技館滋賀道場 滋賀 151.0cm 36.5kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 大浦心華 おおうら　みか 誠龍門 宮崎 149.5cm 55.2kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小５女子35ｋｇ以上 曽和咲良 そわ　さくら 金剛カラテ橋本道場 和歌山 155.0cm 61.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 山下美音 やました　みおん 輪道会河和支部 愛知 139.8cm 35.5kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 近藤麗愛 こんどう　らいあ 心道會 奈良 156.5cm 39.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
小６女子40ｋｇ未満 綛谷真彩 かせたに　まあや 聖心會 大阪 151.2cm 36.4kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 長瀬虹歩 ながせ　にじほ 至真会館本部道場 山形 149.0cm 37.5kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小６女子40ｋｇ未満 河野純 かわの　すみか 極誠会福岡本部道場 福岡 151.0cm 38.6kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 山本乃愛 やまもと　のあ 七州会 愛知 139.0cm 34.5kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 佐藤恵茉 さとう　えま 圏彗會本部 福岡 147.0cm 39.5kg 12 全九州空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 山田天 やまだ　てん 統心會 佐賀 140.0cm 36.5kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 木下琴音 きのした　ことね 誠真会館ひばりが丘道場 東京 140.0cm 39.7kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会



小６女子40ｋｇ未満 中谷桜彩 なかや　さあや 魚本流 大阪 152.0cm 36.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 長部花音 ながべ　かのん 黎明塾本部 福岡 151.0cm 39.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 千原愛菜 ちはら　あいな 賢心會 大分 151.0cm 35.5kg 16 第23回侍杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 小野美桜里 おの　みおり 真武會 岡山 140.0cm 39.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小６女子40ｋｇ未満 棗田みやび なつめだ　みやび 平田道場 広島 150.0cm 39.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 廣畑和沙 ひろはた　かずさ 勇輝会館 大阪 147.0cm 37.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 松島華桜 まつしま　はなみ 極真会館広島県本部 広島 153.0cm 39.2kg 24 近畿空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ未満 江川果穂 えがわ　かほ 力愛会 奈良 150.0cm 38.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
小６女子40ｋｇ以上 景山鈴音捺 かげやま　れおな 勇征会鶴崎支部 大分 154.0cm 42.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 辻蓮海 つじ　はすみ 白蓮会館福岡支部 福岡 161.0cm 50.0kg 12 全九州空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 権出小春 ごんで　こはる 聖心會鴨谷道場 大阪 155.0cm 42.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 山田かのん やまだ　かのん 白蓮会館八尾南支部 大阪 150.0cm 50.0kg 34 2022ウィンターズカップ
小６女子40ｋｇ以上 松尾柚乃 まつお　ゆの 拳栄会館本部道場 佐賀 159.0cm 53.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 垣内杏 かきうち　あん 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 160.5cm 56.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 堀田陽音 ほった　はるね 白蓮会館堺支部 大阪 148.5cm 44.4kg 33 2022全関西空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 米谷美咲 こめたに　みさき 力心塾今戸道場 福岡 160.4cm 50.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 大石香歩 おおいし　かほ 至真会館 山形 154.6cm 55.6kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 齋藤心春 さいとう　こはる 至真会館飯塚支部 山形 161.0cm 52.0kg 29 第26回全東北空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 仲地珠奈 なかち　じゅな 白蓮会館沖縄支部 沖縄 156.0cm 46.1kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
小６女子40ｋｇ以上 大山颯稀 おおやま　さつき 原道場 福岡 161.6cm 54.2kg 12 全九州空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 辻心愛 つじ　ここな 白蓮会館大阪狭山支部 大阪 153.5cm 46.0kg 24 近畿空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 我那覇優羽 がなは　ゆう 七州会 愛知 147.0cm 42.3kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 小坂鈴乃 こざか　りんの 正樹道場 石川 153.0cm 40.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 遠藤明日菜 えんどう　あすな 静空塾 静岡 156.0cm 47.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小６女子40ｋｇ以上 鰐部比奈子 わにべ　ひなこ 空身館 愛知 156.2cm 51.2kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 上野彩心 うえの　あみ 一拳会 京都 158.0cm 51.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 阿部りな あべ　りな 修武會 北海道 151.0cm 42.9kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 翁長琉奥那 おなが　りおな 極真会館空田道場 沖縄 150.0cm 42.0kg 11 2022全沖縄空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 中田世理奈 なかた　せりな 白蓮会館姫路支部 兵庫 154.2cm 47.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 松田留禾 まつだ　るか 極真会館橋本道場 埼玉 162.0cm 50.0kg 7 全関東空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 倉橋夏海 くらはし　なつみ 正道会館兵庫県本部 兵庫 158.3cm 47.8kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 佐々木ひかる ささき　ひかる 世界全極真志優会はるひ野道場 神奈川 158.0cm 56.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 石岡優音 いしおか　ゆね 志成館 広島 146.3cm 46.2kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
小６女子40ｋｇ以上 福田心優 ふくだ　みゆう 極真会館愛媛県戸田道場 愛媛 157.5cm 47.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
小６女子40ｋｇ以上 池上咲和 いけがみ　さわ 拳志道空手 岡山 149.0cm 49.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
小６女子40ｋｇ以上 上田愛心 うえだ　あいみ 秋岡塾 熊本 157.8cm 43.6kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 廣瀬梅子 ひろせ　うめこ 遂心塾 愛知 149.1cm 38.5kg 24 近畿空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 川上妃愛 かわかみ　ひな 横山道場総本部 岡山 155.0cm 37.8kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中１女子42ｋｇ未満 古川舞 ふるかわ　まい 白蓮会館唐津支部 佐賀 142.5cm 39.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 矢作雅妃 やはぎ　みやび 極真空手道忍會ふじみ野本部 埼玉 147.0cm 41.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 西原瑞姫 にしはら　みずき 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 147.5cm 39.6kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 石川夏漣 いしかわ　かれん 白蓮会館池田支部 大阪 152.0cm 40.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 西山楓 にしやま　かえで 統心會 佐賀 146.0cm 40.0kg 27 第4回南九州フルコンタクト空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 本田莉子 ほんだ　りこ 誠真会館ひばりが丘道場 東京 149.0cm 41.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 原田樹 はらだ　いつき 善行塾 愛知 159.3cm 41.5kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ未満 野嶋紗 のじま　すず 新誠會 静岡 148.2cm 41.5kg 9 第15回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 釘宮咲千華 くぎみや　さちか 勇征会 大分 162.0cm 60.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 平原輝 ひらばる　ひかり 遂心塾 愛知 147.0cm 43.5kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
中１女子42ｋｇ以上 佐瀬歩希 させ　ふき 牧山道場本部 大阪 153.0cm 42.4kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 勝連未結菜 かつれん　みゆな 陪劭流祐心会本部 愛知 154.0cm 58.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 町めい まち　めい 真士会 埼玉 160.0cm 49.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 垣内蓮 かきうち　れん 世界全極真兵庫県米山道場 兵庫 163.0cm 52.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 荒井美憂 あらい　みゆう 至真会館飯田道場 山形 150.1cm 50.1kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント
中１女子42ｋｇ以上 井上華奈 いのうえ　はな 暁 宮崎 158.9cm 63.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 来島心華 きじま　このは 慧昇會 山口 151.8cm 44.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 辻絆南 つじ　はんな 光進会 熊本 156.0cm 43.5kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 村田こはる むらた　こはる 成心會総本部 大阪 153.0cm 50.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会



中１女子42ｋｇ以上 箱田桃佳 はこだ　ももか 志琉会沼隈支部 広島 152.0cm 44.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中１女子42ｋｇ以上 伊福美優 いふく　みゆ 福本会館 福岡 155.0cm 46.0kg 30 一進会杯争奪西日本空手道選手権大会
中１女子42ｋｇ以上 中村真理乃 なかむら　まりの 誠拳道会館 福岡 166.7cm 72.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 奥津琴音 おくづ　ことね 勇征会臼杵支部 大分 149.0cm 40.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 神田桃香 かんだ　ももか 聖心会 大阪 153.4cm 42.2kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 奥村幸美 おくむら　ゆきみ 心想流和田道場 岐阜 151.0cm 42.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 邵城桃香 たかぎ　ももか インパクト空手道場 愛知 148.0cm 41.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２女子45ｋｇ未満 今井莉花 いまい　りか 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 153.0cm 43.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 遠藤來玲羽 えんどう　くれは 静空塾 静岡 157.0cm 40.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 蟹江南月 かにえ　なつき 佐藤道場 愛知 155.5cm 42.5kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ未満 祖開陽南 そかい　はるな 正道会館菱川道場 岡山 155.0cm 43.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中２女子45ｋｇ未満 榎本茉莉 えのもと　まり 天志道場新千里支部 大阪 153.5cm 44.9kg 24 近畿空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 大村陽葵 おおむら　ひなた 横山道場総本部 岡山 155.1cm 48.0kg 31 第9回四国中央空手道選手権大会　敬心杯
中２女子45ｋｇ以上 宮﨑理央 みやざき　りお 勇征会 大分 151.0cm 47.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２女子45ｋｇ以上 三間奏音 みま　かのん 勇誠会井上道場 大阪 164.0cm 57.0kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 野口紗愛来 のぐち　さあら JKK聖拳武館 愛知 155.6cm 48.8kg 24 近畿空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 林美月 はやし　みつき 心想流和田道場 岐阜 157.0cm 49.0kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 赤嶺苺樹 あかみね　ちあり 剛柔流志道館 沖縄 151.0cm 52.8kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
中２女子45ｋｇ以上 関谷明莉 せきや　あかり 誠會総本部 大阪 157.3cm 48.5kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 酒井希羽 さかい　のわ 七州会 愛知 154.5cm 49.5kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 上野凛心 うえの　りこ 一拳会 京都 164.0cm 62.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 中村真依 なかむら　まい 空神會 熊本 152.0cm 50.6kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２女子45ｋｇ以上 西村舞桜 にしむら　まお 空神會 熊本 160.0cm 55.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中２女子45ｋｇ以上 鳴海愛真 なるみ　えま 極限館 北海道 152.0cm 49.9kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 長谷川蘭 はせがわ　らん 輝心會 京都 158.0cm 48.5kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
中２女子45ｋｇ以上 河﨑梨穏 かわさき　りおん 真武會 岡山 162.0cm 56.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中２女子45ｋｇ以上 山村玲朱 やまむら　れあ 破道会館 大阪 165.0cm 66.0kg 2 第29回輪道会オープン空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 中山清葉 なかやま　きよは 白蓮会館堺西支部 大阪 153.5cm 46.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 黒澤結來 くろざわ　ゆら 実践会館 広島 160.0cm 49.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 濵優花 はま　ゆうか 顕正会館高槻支部 大阪 164.0cm 49.1kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中３女子50ｋｇ未満 川端春菜 かわばた　はるな 昇心塾本部 滋賀 157.0cm 49.0kg 25 第15回若龍杯空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 中森麻乃 なかもり　まの 光武会館 三重 157.5cm 49.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 畑中桔子 はたなか　きっこ 水滸會丈夫塾 北海道 155.0cm 45.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 牧野天音 まきの　あまね 誠拳塾姫路支部 兵庫 153.5cm 46.8kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ未満 村角桧奈 むらずみ　ひな 白蓮会館岡山支部 岡山 156.0cm 46.5kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ以上 矢田心夏 やだ　ここな 下松格闘技クラブ勇気会 山口 161.0cm 65.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
中３女子50ｋｇ以上 本田ののか ほんだ　ののか 白蓮会館福岡支部 福岡 167.0cm 62.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ以上 辻七海 つじ　ななみ 白蓮会館福岡支部 福岡 160.0cm 51.0kg 12 全九州空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ以上 野田心優 のだ　みひろ 白蓮会館堺西支部 大阪 165.0cm 65.0kg 33 2022全関西空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ以上 佐藤夢玲 さとう　ゆめあ 雅 北海道 157.0cm 63.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権
中３女子50ｋｇ以上 岡部こころ おかべ　こころ 全真会館阿倍野本部 大阪 160.0cm 58.0kg 3 黒田官兵衛杯第18回全日本ジュニア空手道選手権大会
中３女子50ｋｇ以上 川合ひより かわい　ひより 誠真会館ひばりが丘道場 東京 161.0cm 73.0kg 7 全関東空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 安田柚葉 やすだ　ゆずは 烈士會 福岡 157.0cm 49.0kg 34 2022ウィンターズカップ
高校女子53ｋｇ未満 松本響 まつもと　ひびき 白蓮会館唐津支部 佐賀 158.0cm 52.8kg 14 2022全日本ジュニア空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 平原奏 ひらばる　かな 遂心塾 愛知 147.0cm 44.0kg 10 第4回滋賀びわ瑚魂杯空手選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 小宇羅千鶴 こうら　ちづる 全真会館福島本部 大阪 161.5cm 52.9kg 33 2022全関西空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 永田桃華 ながた　ももか 侍道志格闘塾 宮崎 153.0cm 52.0kg 15 第4回哲心杯九州空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 嶋田葵 しまだ　あおい 雅 北海道 162.0cm 49.0kg 22 2022全北海道空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 根本美優 ねもと　みゆう 龍壱道場 奈良 152.0cm 49.0kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
高校女子53ｋｇ未満 池永紗愛 いけなが　さあい 勇誠会井上道場 大阪 154.0cm 52.0kg 19 誠流塾空手道選手権大会‘忍者の里杯‘
高校女子53ｋｇ未満 小笠原ゆい おがさわら　ゆい 聖心會 大阪 161.0cm 52.9kg 18 第5回全北陸空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 松岡優奈 まつおか　ゆな 如水会館原田道場 愛媛 149.6cm 52.5kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 井上希羽 いのうえ　ののは 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 166.0cm 51.0kg 32 2022CHALLENGE　SPIRT　CUP関東Jr.空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 井上幸乃 いのうえ　ゆきの 昇気館洛西支部 京都 160.8cm 52.0kg 5 第4回哲心杯空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 来島彩華 きじま　いろは 慧昇會 山口 151.8cm 49.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 翁長純那 おなが　じゅんな 極真会館空田道場 沖縄 157.0cm 52.0kg 23 2022WKO沖縄ルーキーチャレンジトーナメント
高校女子53ｋｇ未満 豊島杏奈 とよしま　あんな 白蓮会館小樽支部 北海道 151.0cm 44.0kg 20 第49回オープントーナメント北海道空手道選手権



高校女子53ｋｇ未満 井上奈々 いのうえ　なな 天翔塾 福岡 157.0cm 49.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ未満 髙田純菜 たかた　じゅんな 天翔塾 福岡 162.0cm 51.0kg 12 全九州空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 松岡渚紗 まつおか　なぎさ 勇輝会館 大阪 165.0cm 68.0kg 34 2022ウィンターズカップ
高校女子53ｋｇ以上 森河杏梨 もりかわ　あんり 勇征会 大分 150.0cm 51.0kg 6 第14回2022全日本空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 北幸 きた　ゆき 優心塾 神奈川 158.8cm 62.5kg 21 第6回東日本Ｊｒフルコンタクト空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 森麗有 もり　かりな 飛凰会 福岡 160.0cm 60.0kg 12 全九州空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 中園ひより なかぞの　ひより 拳聖塾 大阪 159.0cm 55.0kg 35 ＊コロナ禍による本戦欠場者
高校女子53ｋｇ以上 佐藤楓 さとう　かえで 獅心塾 広島 154.0cm 60.0kg 13 第6回西日本空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 細谷誉 ほそや　ほまれ 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 162.0cm 57.0kg 4 第24回全東北空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 松田理央 まつだ　りお 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部 東京 161.0cm 61.0kg 17 第33回中部日本ジュニア空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 前田光姫 まえだ　みつき 極真会館長谷場派前田道場 兵庫 160.0cm 64.0kg 28 第17回マス大山カップ全日本極真空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 田中雲雀 たなか　ひばり 琉道会館神戸支部 兵庫 165.0cm 54.0kg 1 第16回無限スピリット杯空手道選手権大会
高校女子53ｋｇ以上 塩山樹梨彩 しおやま　じゅりあ 空研塾西田道場 大阪 157.0cm 56.5kg 8 2022JAPANカラテジュニアチャンピオンズカップ
高校女子53ｋｇ以上 安達衣乃莉 あだち　いのり 白蓮会館山形支部 山形 160.0cm 53.0kg 26 2022全東北新人戦ルーキーチャレンジトーナメント




