ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
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NO１
階 級

優

小学生１年男子

岡本 佳依（佐賀県）

小林 貴篤（東京都）

阿保 航希（東京都）

吉川 健蔵（愛知県）

小学生１年女子

櫻井 真翔（愛知県）

田中 咲妃（東京都）

久米 美佐希（佐賀県）

山口 彩花（東京都）

小学生２年男子

野田 健瑠（佐賀県）

前田 有羽（東京都）

江口 諒（佐賀県）

浅田 一騎（大阪府）

小学生２年女子

山田 渚紗（佐賀県）

木村 桜綺（長崎県）

瀬尾 空舞（長崎県）

松井 幸音（東京都）

小学生３年男子

鈴木 英輝（大阪府）

江口 友埜（佐賀県）

豊田 泰隆（神奈川県）

ジュッフ ムハマドゥ（東京都）

小学生３年女子

木原 萌（東京都）

澁谷 天歌（東京都）

嶋田 唯花（滋賀県）

田上 美悠（熊本県）

小学生４年男子（軽量級）

二見 栞大（大阪府）

鈴木 飛安（大阪府）

涌井 千寛（新潟県）

岡村 翔洋（茨城県）

小学生４年男子（重量級）

鶴岡 里（兵庫県）

高木 竜聖（滋賀県）

渋谷 壮太郎（東京都）

家田 悠生（愛知県）

時田 里緒（神奈川県）

田中 舞穂（神奈川県）

岡本 留佳（佐賀県）

谷口 星七（長崎県）

小学生５年男子（軽量級）

諏佐 人和（新潟県）

鈴木 颯（千葉県）

加納 康之介（大阪府）

児玉 莉大（滋賀県）

小学生５年男子（重量級）

海老澤 夢太（千葉県）

横瀬 駿大（千葉県）

遠藤 凛葵（宮城県）

嬉野 大貴（佐賀県）

岡崎 陽向（宮城県）

サイトウ ジュリアナ サオリ（岐阜県）

山田 晏奈（佐賀県）

櫻井 小翔（愛知県）

小学生６年男子（軽量級）

加茂 翼（福岡県）

髙橋 陽向（東京都）

牟田 憲司（佐賀県）

成海 魁人（新潟県）

小学生６年男子（重量級）

後藤 優歩（神奈川県）

福田 昴生（佐賀県）

横井 新大（東京都）

白石 光（熊本県）

小学生６年女子

宿谷 智里花（東京都）

井上 みづき（福岡県）

柿木 笑華（佐賀県）

森本 理子（愛知県）

小学生４年女子

小学生５年女子

勝

準優勝

３

位

３

位
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NO２
優
中学生男子
-37kg級
中学生男子
-41kg級
中学生男子
-45kg級
中学生男子
-49kg級
中学生男子
-53kg級
中学生男子
＋53kg級
中学生女子
-41kg級
中学生女子
-44kg級
中学生女子
-47kg級
中学生女子
-51kg級
中学生女子
+51kg級

勝

準優勝

３

位

３

位

小山内 鷹人（神奈川県）

長谷川 煕（兵庫県）

野坂 尚弘（神奈川県）

山本 陸人（大阪府）

宋 旻守（神奈川県）

永井 蒼士（東京都）

法村 陽輝（佐賀県）

鶴岡 人（兵庫県）

森川 光（福岡県）

斉藤 芯（宮城県）

森川 亘（福岡県）

前田 秀隆（愛知県）

柳 優海（千葉県）

後藤 将也（神奈川県）

渡辺 凛太朗（新潟県）

渡邊 怜旺（愛知県）

信澤 佑貴也（愛知県）

前田 陽南人（愛知県）

松尾 凌（佐賀県）

鈴木 空太（茨城県）

戸村 仁（大阪府）

中村 蒼紫（大阪府）

揚野 勝弥（大阪府）

濱田 竜匡（兵庫県）

村上 智奈（神奈川県）

芹澤 美郁（神奈川県）

打田 空礼（愛知県）

日和 舞桜（愛知県）

西潟 星来（新潟県）

鈴木 佐和衣（愛知県）

藤巻 明日香（山梨県）

金子 愛美（東京都）

金原 未奈（大阪府）

江口 真央（佐賀県）

西田 茉央（大阪府）

八木 美里（神奈川県）

山下 唯（佐賀県））

山本 さくら（愛知県）

松井 悠（愛知県）

土屋 柚乃（愛知県）

吉野 紗来（東京都）

中井 舞（埼玉県）

福田 侑羽（佐賀県）

吉田 沙季（栃木県）
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NO３
優
高校生男子
-48kg級
高校生男子
-51kg級
高校生男子
-55kg級
高校生男子
-59kg級
高校生男子
-63kg級
高校生男子
＋63kg級
高校生女子
-46kg級
高校生女子
-49kg級
高校生女子
-52kg級
高校生女子
-55kg級
高校生女子
＋55kg級

勝

準優勝

３

位

３

位

原 彪真（愛知県）

藤巻 光（山梨県）

松木 亮磨（愛媛県）

肥後 飛勇雅（大阪府）

猪飼 令央（新潟県）

長江 海星（愛知県）

澤井 秀宝鷹凪（大阪府）

若井 奎太（愛知県）

前田 隆仁（愛知県）

廣田 翔栄（熊本県）

吾妻 賢志郎（長崎県）

小山内 海斗（神奈川県））

大谷 颯（兵庫県）

廣田 龍信（熊本県）

澤井 虎ノ亮景慶（大阪府）

鈴木 綺人（愛知県）

黒田 晃平（佐賀県）

クニヨシシエゴカナシロ（愛知県） 平井 チアゴ 輝（岐阜県）

Pejman Habibi Roudkenar（宮城県）

上岡 颯（愛知県）

石井 洋平（千葉県）

尾木 一登（大阪府）

西村 真利愛（熊本県）

吉長 咲花（長崎県）

船津丸 紗貴（愛知県）

鈴木 由芽奈（愛知県）

趙 梨美（大阪府）

山下 結華（佐賀県）

佐久間 凪（新潟県）

藤巻 美琴（山梨県）

谷 夏季（長崎県）

松本 沙紀乃（大阪府）

中村 弥絵利（大阪府）

田所 智宏（兵庫県）

富永 紗衣（愛知県）

菅谷 陽香（茨城県）

金 姫延（大阪府）

津路 涼（大阪府）

岩城 遙風（愛知県）

安田 尚美（愛知県）

和田 璃子（愛知県）
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最優秀選手賞
最優秀選手賞

高校生男子
-59kg級
高校生女子
-55kg級

小山内 海斗（神奈川県）
田所 智宏（兵庫県）

