
 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 女子 組手 -50kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -50kg 岡﨑　愛佳 おかざき　あいか

2 -21 組手 -50kg 堤　さら つつみ　さら

3 -21 組手 -50kg 萩原　沙羅 はぎはら　さら

4 -21 組手 -50kg 原田　明莉 はらだ　あかり

5 -21 組手 -50kg 日高　優音 ひだか　ゆのん

6 -21 組手 -50kg 米盛　希々子 よねもり　ののこ

7 -21 組手 -50kg 皆川　夢乃 みながわ　ゆめの

8 -21 組手 -50kg 松田　葵 まつだ　あおい

9 -21 組手 -50kg 天本　菜月 あまもと　なつき

10 -21 組手 -50kg 大橋　ラム おおはし　らむ

11 -21 組手 -50kg 伊熊　遥花 いぐま　はるか

12 -21 組手 -50kg 吉村　一葉 よしむら　ひとは

13 -21 組手 -50kg 小川　千尋 おがわ　ちひろ

14 -21 組手 -50kg 谷口　優衣 たにぐち　ゆい

15 -21 組手 -50kg 阿部　結衣 あべ　ゆい

16 -21 組手 -50kg 加藤　もえ かとう　もえ

【 -21 女子 組手 -55kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -55kg 小堂　利奈 こどう　りな

2 -21 組手 -55kg 松本　星来 まつもと　せいら

3 -21 組手 -55kg 大室　美紗稀 おおむろ　みさき

4 -21 組手 -55kg 岡田　ほのか おかだ　ほのか

5 -21 組手 -55kg 龍野　美咲 たつの　みさき

6 -21 組手 -55kg 鈴木　萌 すずき　もえ

7 -21 組手 -55kg 坂地　心 さかぢ　こころ

8 -21 組手 -55kg 高取　美幸 たかとり　みゆき

9 -21 組手 -55kg 新名　紅葉 にいな　くれは

10 -21 組手 -55kg 田中　希 たなか　のぞみ

11 -21 組手 -55kg 林　愛里菜 はやし　ありな

12 -21 組手 -55kg 中野　茜里 なかの　あかり

13 -21 組手 -55kg 新井　椿 あらい　つばき
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 女子 組手 -61kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -61kg 久　七海 ひさ　ななみ

2 -21 組手 -61kg 松村　亜来 まつむら　あこ

3 -21 組手 -61kg 崎山　凜 さきやま　りん

4 -21 組手 -61kg 久保田　咲貴 くぼた　さき

5 -21 組手 -61kg 後藤　星奈 ごとう　せいな

6 -21 組手 -61kg 篠田　陽里 しのだ　ひなり

7 -21 組手 -61kg 向井　瑠杏 むかい　るあん

8 -21 組手 -61kg 山本　文香 やまもと　ふみか

9 -21 組手 -61kg 大西　照葉 おおにし　てるは

10 -21 組手 -61kg 篠原　鈴乃 しのはら　すずの

11 -21 組手 -61kg 大東　真子 おおひがし　まこ

12 -21 組手 -61kg 藤平　梨沙 ふじひら　りさ

13 -21 組手 -61kg 石井　美羽 いしい　みう

14 -21 組手 -61kg 岡本　依央理 おかもと　いおり

15 -21 組手 -61kg 戸田　あさひ とだ　あさひ

16 -21 組手 -61kg 石濱　七菜 いしはま　なな

17 -21 組手 -61kg 宮尾　早絵 みやお　さえ

18 -21 組手 -61kg 石川　鈴捺 いしかわ　すずな

19 -21 組手 -61kg 川野　佳歩 かわの　かほ

20 -21 組手 -61kg 足立　優未花 あだち　ゆみか

【 -21 女子 組手 -68kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -68kg 永井　カンナ ながい　かんな

2 -21 組手 -68kg 釜　つばさ かま　つばさ

3 -21 組手 -68kg 澤島　さくら さわしま　さくら

4 -21 組手 -68kg 中澤　涼乃 なかざわ　すずの

5 -21 組手 -68kg 西川　樺恋 にしかわ　かれん

6 -21 組手 -68kg 伊藤　知紗 いとう　ちさ

7 -21 組手 -68kg 岩﨑　結衣 いわさき　ゆい
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 女子 組手 +68kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 +68kg 加藤　彩花 かとう　あやか

2 -21 組手 +68kg 砂田　依輝 すなだ　よりか

3 -21 組手 +68kg 寺澤　紗良 てらさわ　さら

【 -21 男子 組手 -60kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -60kg 内野　翔太 うちの　しょうた

2 -21 組手 -60kg 松本　哲治 まつもと　てつじ

3 -21 組手 -60kg 石井　友康 いしい　ともやす

4 -21 組手 -60kg 稲田　舜 いなだ　しゅん

5 -21 組手 -60kg 小峰　斗輝 こみね　とき

6 -21 組手 -60kg 稲葉　拳生 いなば　けんせい

7 -21 組手 -60kg 畔上　輝 あぜがみ　きら

8 -21 組手 -60kg 三橋　麗士 みつはし　れいじ

9 -21 組手 -60kg 上田　樹生也 うえだ　じゅきや

10 -21 組手 -60kg 内田　響希 うちだ　ひびき

11 -21 組手 -60kg 山口　愛斗 やまぐち　あいと

12 -21 組手 -60kg 曽我　修斗 そが　しゅうと

13 -21 組手 -60kg 丸尾　太一 まるお　たいち

14 -21 組手 -60kg 八島　愛斗 やしま　まなと

15 -21 組手 -60kg 田中　隆 たなか　りゅう

16 -21 組手 -60kg 近藤　世渚 こんどう　せな

17 -21 組手 -60kg 津山　剛生 つやま　ごうき

18 -21 組手 -60kg 政岡　大雅 まさおか　たいが

19 -21 組手 -60kg 堀江　竜星 ほりえ　りゅうせい

20 -21 組手 -60kg 本橋　怜欧 もとはし　れお

21 -21 組手 -60kg 高橋　遥音 たかはし　はると

22 -21 組手 -60kg 竹中　理央 たけなか　りお

23 -21 組手 -60kg 久保　雅人 くぼ　まさと

24 -21 組手 -60kg 杉浦　侑樹 すぎうら　ゆうき
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 男子 組手 -67kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -67kg 北代　涼馬 きたしろ　りょうま

2 -21 組手 -67kg 石川　一茶 いしかわ　いっさ

3 -21 組手 -67kg 田中　我若 たなか　わか

4 -21 組手 -67kg 南　元希 みなみ　げんき

5 -21 組手 -67kg 菅谷　斗夢 すがや　とむ

6 -21 組手 -67kg 村上　洋斗 むらかみ　ひろと

7 -21 組手 -67kg 小川　明日太 おがわ　あすた

8 -21 組手 -67kg 山中　優空 やまなか　ゆうと

9 -21 組手 -67kg 金城　享鷹 きんじょう　こうよう

10 -21 組手 -67kg 安東　創大 あんどう　そうた

11 -21 組手 -67kg 里見　虎太郎 さとみ　こたろう

12 -21 組手 -67kg 齋藤　瞭 さいとう　りょう

13 -21 組手 -67kg 谷口　暁理 たにぐち　あきみち

14 -21 組手 -67kg 鈴木　麗斗 すずき　れいと

15 -21 組手 -67kg 中島　友希 なかじま　ともき

16 -21 組手 -67kg 畔上　宙 あぜがみ　そら

17 -21 組手 -67kg 窪内　志道 くぼうち　しどう

18 -21 組手 -67kg 水戸部　駿太 みとべ　しゅんた

19 -21 組手 -67kg 佐藤　祐司 さとう　ゆうじ

20 -21 組手 -67kg 照沼　青空 てるぬま　そら
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 男子 組手 -75kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -75kg 崎山　慶成 さきやま　けいせい

2 -21 組手 -75kg 見田　尊 みた　たける

3 -21 組手 -75kg 川口　礼温 かわぐち　れおん

4 -21 組手 -75kg 佐藤　大斗 さとう　やまと

5 -21 組手 -75kg 田山　連太郎 たやま　れんたろう

6 -21 組手 -75kg 豊田　陽也 とよだ　はるや

7 -21 組手 -75kg 坪井　凛太朗 つぼい　りんたろう

8 -21 組手 -75kg 須藤　陽斗 すどう　あきと

9 -21 組手 -75kg 吉田　渉 よしだ　わたる

10 -21 組手 -75kg 伊藤　仁太郎 いとう　じんたろう

11 -21 組手 -75kg 岩﨑　光希 いわさき　こうき

12 -21 組手 -75kg 赤曽部　瑞生 あかそべ　みずき

13 -21 組手 -75kg 中野　絋志朗 なかの　こうしろう

14 -21 組手 -75kg 小原　樹 おはら　たつき

15 -21 組手 -75kg 松本　龍魁 まつもと　りゅうかい

16 -21 組手 -75kg 山口　聖也 やまぐち　せいや

17 -21 組手 -75kg 千葉　大雅 ちば　たいが

18 -21 組手 -75kg 三輪　和生 みわ　かずみ

19 -21 組手 -75kg 廣瀬　心星 ひろせ　しんせい

20 -21 組手 -75kg 新井　裕之佑 あらい　ゆうのすけ

21 -21 組手 -75kg 千枝　紘 ちえだ　ひいろ

22 -21 組手 -75kg 西村　悠一朗 にしむら　ゆういちろう

23 -21 組手 -75kg 伊藤　隆介 いとう　りゅうすけ
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 -21 男子 組手 -84kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 -84kg 武田　風人 たけだ　かざと

2 -21 組手 -84kg 岩本　遼 いわもと　りょう

3 -21 組手 -84kg 新井　蓮 あらい　れん

4 -21 組手 -84kg 加藤　太一 かとう　たいち

5 -21 組手 -84kg 三川　弦大 みかわ　げんた

6 -21 組手 -84kg 岡田　涼雅 おかだ　りょうが

7 -21 組手 -84kg 田中　琳久 たなか　りく

8 -21 組手 -84kg 木村　碧那 きむら　りくと

9 -21 組手 -84kg 篠田　素良 しのだ　そら

10 -21 組手 -84kg 本池　嘉哉 もといけ　かざな

【 -21 男子 組手 +84kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 組手 +84kg 山内　健太郎 やまうち　けんたろう

2 -21 組手 +84kg 榊原　十夢 さかきばら　とむ

3 -21 組手 +84kg 亀森　匠輝 かめもり　しょうき

4 -21 組手 +84kg 岩﨑　祐和 いわさき　ゆうと

5 -21 組手 +84kg 石黒　倫之介 いしぐろ　りんのすけ

6 -21 組手 +84kg 片岡　一心 かたおか　いっしん

7 -21 組手 +84kg 笠谷　純行 かさたに　あつゆき
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 カデット 男子 組手 -52kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -52kg 北山　颯人 きたやま　はやと

2 カデット 組手 -52kg 若生　大貴 わこう　だいき

3 カデット 組手 -52kg 永野　豪己 ながの　ごうき

4 カデット 組手 -52kg 古俣　登也 ふるまた　とうや

5 カデット 組手 -52kg 田中　陽大 たなか　はると

6 カデット 組手 -52kg 福島　樹稀 ふくしま　じゅき

7 カデット 組手 -52kg 吉田　仁成 よしだ　ふみなり

8 カデット 組手 -52kg 吉坂　莉玖 よしざか　りく

【 カデット 男子 組手 -57kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -57kg 末廣　一晴 すえひろ　いっせい

2 カデット 組手 -57kg 佐藤　匠 さとう　たくみ

3 カデット 組手 -57kg 内匠　勇一朗 たくみ　ゆういちろう

4 カデット 組手 -57kg 中村　太耀 なかむら　たいよう

5 カデット 組手 -57kg 東房　大斗 とうぼう　やまと

6 カデット 組手 -57kg 長澤　伊吹 ながさわ　いぶき

7 カデット 組手 -57kg 間崎　瑠 まさき　りゅう

8 カデット 組手 -57kg 宮本　琥白 みやもと　こはく

9 カデット 組手 -57kg 大館　瑠唯 おおだて　るい

10 カデット 組手 -57kg 山田　翔偉 やまだ　しょうい
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 カデット 男子 組手 -63kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -63kg 柚木　智尋 ゆのき　ちひろ

2 カデット 組手 -63kg 小松　響 こまつ　ひびき

3 カデット 組手 -63kg 宮本　悠伸 みやもと　ゆうしん

4 カデット 組手 -63kg 出口　己太郎 でぐち　こたろう

5 カデット 組手 -63kg 芹澤　連二 せりざわ　れんじ

6 カデット 組手 -63kg 豊田　賢 とよだ　さとる

7 カデット 組手 -63kg 梶原　神楽 かじわら　かぐら

8 カデット 組手 -63kg 高橋　大海 たかはし　ひろみ

9 カデット 組手 -63kg 松村　幸虎 まつむら　ゆきとら

10 カデット 組手 -63kg 長濱　遼 ながはま　はると

11 カデット 組手 -63kg 洞﨑　矢龍 ほらざき　しりゅう

12 カデット 組手 -63kg 山中　優夢 やまなか　ひろむ

13 カデット 組手 -63kg 渡部　健 わたなべ　けん

【 カデット 男子 組手 -70kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -70kg 長沼　冬和 ながぬま　とわ

2 カデット 組手 -70kg 田中　大翔 たなか　はると

3 カデット 組手 -70kg 小椋　優心 おぐら　ゆうし

4 カデット 組手 -70kg 中村　緋彩 なかむら　ひいろ

5 カデット 組手 -70kg 白井　大誠 しらい　たいせい

6 カデット 組手 -70kg 志村　遙彦 しむら　はるひこ

7 カデット 組手 -70kg 佐藤　遼希 さとう　はるき

8 カデット 組手 -70kg 渡部　空夢 わたなべ　くうむ

9 カデット 組手 -70kg 佐藤　麒一 さとう　きいち

【 カデット 男子 組手 +70kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 +70kg 三木　統嗣 みき　とうじ

2 カデット 組手 +70kg 和泉　孔大 いずみ　こうだい

3 カデット 組手 +70kg 坂本　樹優 さかもと　しげまさ

4 カデット 組手 +70kg 阿部　翔太朗 あべ　しょうたろう

5 カデット 組手 +70kg 宮下　遼太郎 みやした　りょうたろう
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 女子 組手 -48kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -48kg 木津　美咲 きづ　みさき

2 ジュニア 組手 -48kg 瀧澤　瑠月 たきざわ　るな

3 ジュニア 組手 -48kg 岡田　二千翔 おかだ　にちか

4 ジュニア 組手 -48kg 田上　ここの たのうえ　ここの

5 ジュニア 組手 -48kg 久保田　真貴 くぼた　まき

6 ジュニア 組手 -48kg 村山　鈴音 むらやま　りん

7 ジュニア 組手 -48kg 山岸　瑠里 やまぎし　るり

8 ジュニア 組手 -48kg 大田　花希 おおた　はなき

9 ジュニア 組手 -48kg 遠藤　友莉奈 えんどう　ゆりな

【 ジュニア 女子 組手 -53kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -53kg 伊藤　藍 いとう　あい

2 ジュニア 組手 -53kg 久保田　歩 くぼた　あゆみ

3 ジュニア 組手 -53kg 天野　葉月 あまの　はづき

4 ジュニア 組手 -53kg 古屋　倖羽 ふるや　こう

5 ジュニア 組手 -53kg 廣瀬　歌音 ひろせ　かのん

6 ジュニア 組手 -53kg 嵯峨　芽依 さが　めい

7 ジュニア 組手 -53kg 相澤　瑛恋 あいざわ　えれん

8 ジュニア 組手 -53kg 山川　竜姫 やまかわ　たつき

9 ジュニア 組手 -53kg 光武　奈央 みつたけ　なお

10 ジュニア 組手 -53kg 花車　美空 はなぐるま　みく

11 ジュニア 組手 -53kg 田畑　楓音 たばた　かのん

12 ジュニア 組手 -53kg 藤田　羽彩 ふじた　うさ

13 ジュニア 組手 -53kg 瀬古　陽茉里 せこ　ひまり

14 ジュニア 組手 -53kg 武川　裕奈 たけかわ　ゆうな

15 ジュニア 組手 -53kg 伊藤　好唯 いとう　こゆい

16 ジュニア 組手 -53kg 高砂　蕾花 たかさご　らいか

17 ジュニア 組手 -53kg 荒嶽　茜 あらたけ　あかね

18 ジュニア 組手 -53kg 黒田　愛乃 くろだ　よしの

19 ジュニア 組手 -53kg 比嘉　花梨 ひが　かりん
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 女子 組手 -59kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -59kg 古屋　汐瑛 ふるや　しえ

2 ジュニア 組手 -59kg 島村　唯那 しまむら　ゆいな

3 ジュニア 組手 -59kg 船水　明莉 ふなみず　あかり

4 ジュニア 組手 -59kg 齋藤　愛萌 さいとう　えめ

5 ジュニア 組手 -59kg 土居　姫佳 どい　ひめか

6 ジュニア 組手 -59kg 澤木　愛月 さわき　まな

7 ジュニア 組手 -59kg 斎藤　綺良理 さいとう　きらり

8 ジュニア 組手 -59kg 千葉　満利愛 ちば　まりあ

9 ジュニア 組手 -59kg 東郷　華和 記載なし

10 ジュニア 組手 -59kg 本條　雪華 ほんじょう　せつか

11 ジュニア 組手 -59kg 江尻　ふみ えじり　ふみ

【 ジュニア 女子 組手 +59kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 +59kg 江國　星蘭 えくに　せら

2 ジュニア 組手 +59kg 小林　温奈 こばやし　はるな

3 ジュニア 組手 +59kg 田村　葵琉 たむら　あいる

4 ジュニア 組手 +59kg 池田　真白 いけだ　ましろ

5 ジュニア 組手 +59kg 橋本　鈴江 はしもと　すずえ

6 ジュニア 組手 +59kg 後藤　楓華 ごとう　ふうか

7 ジュニア 組手 +59kg 藤樫　くるみ とがし　くるみ

8 ジュニア 組手 +59kg 藤原　海月 ふじわら　みづき

9 ジュニア 組手 +59kg 加藤　彩風 かとう　あやか

10 ジュニア 組手 +59kg 荒木　柚乃 あらき　ゆの

11 ジュニア 組手 +59kg 林　那々羽 はやし　ななは

12 ジュニア 組手 +59kg 安達　水優 あだち　みゆう

10/20



 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 男子 組手 -55kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -55kg 山本　大雅 やまもと　たいが

2 ジュニア 組手 -55kg 萩原　楓 はぎはら　かえで

3 ジュニア 組手 -55kg 木本　玲央 きもと　れお

4 ジュニア 組手 -55kg 島　偉介 しま　いすけ

5 ジュニア 組手 -55kg 野口　楯太 のぐち　しゅんた

6 ジュニア 組手 -55kg 村上　太一 むらかみ　たいち

7 ジュニア 組手 -55kg 寺西　優太 てらにし　ゆうた

8 ジュニア 組手 -55kg 佐藤　磨些宗 さとう　まさむね

9 ジュニア 組手 -55kg 濵田　大樹 はまだ　たいき

10 ジュニア 組手 -55kg 政岡　隆雅 まさおか　りゅうが

11 ジュニア 組手 -55kg 岩野　太郎 いわの　たろう

【 ジュニア 男子 組手 -61kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -61kg 南　秀之輔 みなみ　しゅうのすけ

2 ジュニア 組手 -61kg 鈴木　健太 すずき　けんと

3 ジュニア 組手 -61kg 杉田　徳也 すぎた　かつや

4 ジュニア 組手 -61kg 稲垣　光希 いながき　みつき

5 ジュニア 組手 -61kg 大竹　良介 おおたけ　りょうすけ

6 ジュニア 組手 -61kg 花田　聖 はなだ　ひじり

7 ジュニア 組手 -61kg 赤羽　結季 あかばね　ゆうき

8 ジュニア 組手 -61kg 町田　虎太郎 まちだ　こたろう

9 ジュニア 組手 -61kg 平野　蒼太 ひらの　そうた

10 ジュニア 組手 -61kg 八島　誠留斗 記載なし

11 ジュニア 組手 -61kg 奥名　涼 おくな　りょう
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【 ジュニア 男子 組手 -68kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -68kg 根岸　航太郎 ねぎし　こうたろう

2 ジュニア 組手 -68kg 池田　刻斗 いけだ　ときと

3 ジュニア 組手 -68kg 稲垣　博大 いながき　ひろと

4 ジュニア 組手 -68kg 三浦　拓己 みうら　たくみ

5 ジュニア 組手 -68kg 大島　竜誓 おおしま　りゅうせい

6 ジュニア 組手 -68kg 小川　大道 おがわ　だいどう

7 ジュニア 組手 -68kg 中山　海輝 なかやま　かいき

8 ジュニア 組手 -68kg 安井　碧波 やすい　あおば

9 ジュニア 組手 -68kg 小川　凌平 おがわ　りょうへい

10 ジュニア 組手 -68kg 藤田　煌 ふじた　こう

11 ジュニア 組手 -68kg 岩部　大真 いわぶち　たいしん

12 ジュニア 組手 -68kg 永渕　颯哉 ながふち　りゅうや

【 ジュニア 男子 組手 -76kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 -76kg 金井　龍己 かない　りゅうき

2 ジュニア 組手 -76kg 鎌田　悠生 かまた　ゆうき

3 ジュニア 組手 -76kg 大室　晃生 おおむろ　こうせい

4 ジュニア 組手 -76kg 阿部　遙佑 あべ　ようすけ

5 ジュニア 組手 -76kg 森元　蓮志 もりもと　れんじ

6 ジュニア 組手 -76kg 山川　竜空 やまかわ　りゅうく

7 ジュニア 組手 -76kg 𠮷村　泰盛 よしむら　たいせい

8 ジュニア 組手 -76kg 井本　凌聖 いもと　りょうせい

9 ジュニア 組手 -76kg 仲村　健杜 記載なし

10 ジュニア 組手 -76kg 船戸　来輝 ふなと　らいき

11 ジュニア 組手 -76kg 上谷　海虎 うえたに　みとら

12 ジュニア 組手 -76kg 藤原　聖 ふじわら　こうき

13 ジュニア 組手 -76kg 朝倉　一輝 あさくら　かずき

14 ジュニア 組手 -76kg 齋藤　嶺 さいとう　れい

15 ジュニア 組手 -76kg 加藤　敬太 かとう　けいた
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 男子 組手 ＋76kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 組手 ＋76kg 濵名　颯斗 はまな　はやと

2 ジュニア 組手 ＋76kg 三浦　弓斉 みうら　ゆひと

3 ジュニア 組手 ＋76kg 野川　嵐志 のがわ　あらし

4 ジュニア 組手 ＋76kg 阪井　将太 さかい　しょうた

5 ジュニア 組手 ＋76kg 森田　晴大 もりた　はるひろ

6 ジュニア 組手 ＋76kg 石濱　慶嗣 いしはま　けいじ

7 ジュニア 組手 ＋76kg 佐藤　俊弥 さとう　しゅんや

8 ジュニア 組手 ＋76kg 池田　剛基 いけだ　ごうき

9 ジュニア 組手 ＋76kg 角川　滉寿 すみかわ　こうじゅ

10 ジュニア 組手 ＋76kg 栁田　樹煌哉 やなぎだ　じゅきや

【 カデット 女子 組手 -47kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -47kg 松下　真心 まつした　まこ

2 カデット 組手 -47kg 内田　智菜 うちだ　とわな

3 カデット 組手 -47kg 中川　みや なかがわ　みや

4 カデット 組手 -47kg 刈込　結月 かりこみ　ゆづき

5 カデット 組手 -47kg 増本　果歩 ますもと　かほ

6 カデット 組手 -47kg 穐野　愛星 あきの　まなせ
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 カデット 女子 組手 -54kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 -54kg 名取　殊里亜 なとり　じゅりあ

2 カデット 組手 -54kg 崎山　紬 さきやま　つむぎ

3 カデット 組手 -54kg 片岡　美月 かたおか　みづき

4 カデット 組手 -54kg 小林　絢 こばやし　あや

5 カデット 組手 -54kg 宍戸　珠子 ししど　みこ

6 カデット 組手 -54kg 山田　珠夕 やまだ　みゆ

7 カデット 組手 -54kg 生原　真琴 いくはら　まこと

8 カデット 組手 -54kg 堀　実優 ほり　みひろ

9 カデット 組手 -54kg 平野　愛梨 ひらの　あいり

10 カデット 組手 -54kg 市原　虹花 いちはら　にこ

11 カデット 組手 -54kg 野田　百香 のだ　ももか

12 カデット 組手 -54kg 杉山　妃都 すぎやま　ひと

13 カデット 組手 -54kg 梅崎　七瑠 うめざき　なる

14 カデット 組手 -54kg 加賀　綾乃 かが　あやの

【 カデット 女子 組手 +54kg

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 組手 +54kg 菊池　優月 きくち　ゆづき

2 カデット 組手 +54kg 片岡　優月 かたおか　ゆづき

3 カデット 組手 +54kg 堀江　奏花 ほりえ　そな

4 カデット 組手 +54kg 松浦　舞世 まつうら　まよ

5 カデット 組手 +54kg 矢部　日菜 やべ　ひな

6 カデット 組手 +54kg 馬津川　笑瑠 まつかわ　える

7 カデット 組手 +54kg 河端　優衣 記載なし

8 カデット 組手 +54kg 山中　心愛 やまなか　ここあ

9 カデット 組手 +54kg 角川　柚心 すみかわ　ゆずみ
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 カデット 女子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 形 高塚　彩夏 たかつか　あやか

2 カデット 形 矢野　杏純 やの　あずみ

3 カデット 形 川本　愛桜 かわもと　まお

4 カデット 形 髙田　あずさ たかた　あずさ

5 カデット 形 小林　実紗 こばやし　みすず

6 カデット 形 永井　天舞 ながい　あむ

7 カデット 形 岡部　心愛 おかべ　みちか

8 カデット 形 根津　暦実 ねづ　こよみ

9 カデット 形 横矢　優月 よこや　ゆづき

10 カデット 形 岡本　祥 おかもと　さき

11 カデット 形 佐藤　小春 さとう　こはる

12 カデット 形 髙木　真由 たかぎ　まゆ

13 カデット 形 遠藤　歩実 えんどう　あゆみ

14 カデット 形 中畑　七海 なかはた　ななみ

15 カデット 形 森　絢愛 もり　あやな

16 カデット 形 森　唯稀 もり　ゆいき

17 カデット 形 福岡　瑚心 ふくおか　ここ

18 カデット 形 遠井　乙姫 とおい　おとめ
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 女子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 形 福岡　夢心 ふくおか　みこ

2 ジュニア 形 杉本　一花 すぎもと　いちか

3 ジュニア 形 松矢　桜子 まつや　さくらこ

4 ジュニア 形 酒井　春姫 さかい　はるき

5 ジュニア 形 小池　蓮華 こいけ　れんか

6 ジュニア 形 高橋　そら たはかし　そら

7 ジュニア 形 牟禮　未乃来 むれ　みのり

8 ジュニア 形 水留　捺月 みずとめ　なつき

9 ジュニア 形 相川　流璃 あいかわ　るり

10 ジュニア 形 稲　璃岬 いな　りみ

11 ジュニア 形 山本　真由 やまもと　まゆ

12 ジュニア 形 鈴木　優衣 すずき　ゆい

13 ジュニア 形 田中　美羽 たなか　みう

14 ジュニア 形 田場　琳奈 たばた　りんな

【 -21 女子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 形 大内　美里沙 おおうち　みりさ

2 -21 形 中路　陽沙未 なかじ　ひさみ

3 -21 形 堀場　早耶 ほりば　はや

4 -21 形 山田　和花 やまだ　のどか

5 -21 形 北口　歌桜 きたぐち　かお

6 -21 形 菊池　ひかる きくち　ひかる

7 -21 形 森下　鈴 もりした　りん

8 -21 形 森本　莉菜 もりもと　りな

9 -21 形 加藤　くるみ かとう　くるみ

10 -21 形 宇都宮　優佳 うつのみや　ゆうか

11 -21 形 大野　美桜 おおの　みお

12 -21 形 志村　珠妃 しむら　たまき

13 -21 形 井上　優菜 いのうえ　ゆうな

14 -21 形 関澤　愛莉 せきざわ　あいり

15 -21 形 真鍋　百花 まなべ　ももか

16 -21 形 喜屋武　柚希 きゃん　ゆずき

17 -21 形 柏本　菜那 かしもと　なな
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 カデット 男子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 カデット 形 奥村　宗司 おくむら　そうし

2 カデット 形 杉野　琉輝 すぎの　りゅうき

3 カデット 形 今　勇絆 こん　ゆうき

4 カデット 形 山口　拓海 やまぐち　たくみ

5 カデット 形 後藤　零偉 ごとう　れい

6 カデット 形 山本　脩人 やまもと　しゅうと

7 カデット 形 金谷　月輝 かなたに　るき

8 カデット 形 伊藤　耀聖 いとう　ようせい

9 カデット 形 一木　咲太 いちき　さくた

10 カデット 形 新形　駿介 にいがた　しゅんすけ

11 カデット 形 中野　光彬 なかの　てるあき

12 カデット 形 田井　滉泰 たい　こうだい

13 カデット 形 龍見　侑暁 たつみ　うきょう

14 カデット 形 栗原　怜之 くりはら　れいじ

【 ジュニア 男子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 ジュニア 形 中島　汰尊 なかじま　たいそん

2 ジュニア 形 石川　大雅 いしかわ　たいが

3 ジュニア 形 藤　志門 ふじ　しもん

4 ジュニア 形 大原　健太 おおはら　けんた

5 ジュニア 形 不知　迅 ふち　じん

6 ジュニア 形 千葉　海瑠 ちば　かいる

7 ジュニア 形 小山　呼汰朗 こやま　こたろう

8 ジュニア 形 谷　柊瑳 たに　じょうざ

9 ジュニア 形 寺内　伶弥 記載なし

10 ジュニア 形 斉藤　梨寿嬉 記載なし

11 ジュニア 形 野村　飛翔 のむら　つばさ

12 ジュニア 形 原田　倭 はらだ　やまと

13 ジュニア 形 石田　元気 いしだ　げんき

14 ジュニア 形 橋本　昂樹 はしもと　こうき

15 ジュニア 形 堺　恒貴 さかい　こうき

16 ジュニア 形 金城　匠杜 きんじょう　たくと

17 ジュニア 形 遠井　泰嘉 とおい　たいが
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【 -21 男子 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

1 -21 形 阿部　倖地 あべ　さきち

2 -21 形 大槻　瑛士 おおつき　えいじ

3 -21 形 笹岡　丈流 ささおか　たける

4 -21 形 秋吉　優斗 あきよし　ゆうと

5 -21 形 大成　輝波 おおなり　こうは

6 -21 形 東海　毅 とうかい　たけし

7 -21 形 岩渕　凌 いわぶち　りょう

8 -21 形 柴谷　海 しばたに　うみ

9 -21 形 吉田　大倭 記載なし

10 -21 形 熊切　勇翔 くまきり　はやと

11 -21 形 髙橋　飛羽 たかはし　とわ

12 -21 形 渡邊　湧斗 わたなべ　ゆうと

13 -21 形 杉野　鴻輝 すぎの　こうき

14 -21 形 倉住　魁一 くらずみ　かいち

15 -21 形 後藤　直壮 ごとう　なお

16 -21 形 駒津　颯 こまづ　はやと

17 -21 形 黄木　勇人 おおき　ゆうじん

18 -21 形 木村　碧那 きむら　りくと

19 -21 形 吉澤　皐 よしざわ　さつき
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 2022年ジュニア選手選考会参加者名簿

【 ジュニア 女子 団体形 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

ジュニア 団体形 古瀬　智菜 ふるせ　ちな

ジュニア 団体形 髙嶋　弥世 たかしま　やよ

ジュニア 団体形 古河　蒼波 ふるかわ　あおば

ジュニア 団体形 髙橋　そら たかはし　そら

ジュニア 団体形 須藤　円 すどう　まどか

ジュニア 団体形 石田　風吹 いしだ　ふぶき

ジュニア 団体形 水留　捺月 みづとめ　なつき

ジュニア 団体形 池田　奈菜海 いけだ　ななみ

ジュニア 団体形 平野　朱梨 ひらの　あかり

ジュニア 団体形 稲　璃岬 いな　りみ

ジュニア 団体形 江藤　凪沙 えとう　なぎさ

ジュニア 団体形 倉岡　穂乃花 くらおか　ほのか

ジュニア 団体形 清水　彩瑚 しみず　あこ

ジュニア 団体形 神嵜　美桜 かんざき　みお

ジュニア 団体形 福岡　夢心 記載なし

ジュニア 団体形 鈴木　優衣 すずき　ゆい

ジュニア 団体形 牟禮　未乃来 むれ　みのり

ジュニア 団体形 十河　楓 そごう　かえで

ジュニア 団体形 田場　琳奈 たば　りんな

ジュニア 団体形 渡久地　凛 とぐち　りん

ジュニア 団体形 金城　愛心 きんじょう　あこ

1

2

3

4
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【 ジュニア 男子 団体形 】

Ｎｏ カテゴリ 種目 階級 氏名 ふりがな

ジュニア 団体形 若林　寛斗 わかばやし　ひろと

ジュニア 団体形 松村　颯天 まつむら　そうま

ジュニア 団体形 岡本　朱良 おかもと　しゅら

ジュニア 団体形 杉山　夕瑚 すぎやま　ゆうご

ジュニア 団体形 山本　脩人 やまもと　しゅうと

ジュニア 団体形 仲川　竣 なかがわ　しゅん

ジュニア 団体形 井上　晴喜 いのうえ　はるき

ジュニア 団体形 小林　龍生 こばやし　りゅうせい

ジュニア 団体形 近藤　拓人 こんどう　たくと

ジュニア 団体形 山口　響輝 やまぐち　ひびき

ジュニア 団体形 諸岡　輝 もろおか　あきら

ジュニア 団体形 小山　呼汰朗 こやま　こたろう

ジュニア 団体形 山口　卿太郎 やまぐち　きょうたろう

ジュニア 団体形 須崎　陽大 すざき　はると

ジュニア 団体形 水田　凌央 みずた　りょお

ジュニア 団体形 山下　泰生 やました　たいせい

ジュニア 団体形 稲垣　虎太郎 いながき　こたろう

ジュニア 団体形 石田　元気 いしだ　げんき

ジュニア 団体形 新垣　陽大 あらがき　ようた

ジュニア 団体形 金城　匠杜 きんじょう　たくと

ジュニア 団体形 山城　澄心 やましろ　すみと
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