
第3回 国際ジュニア・ユース第3回 国際ジュニア・ユース 有力選手紹介有力選手紹介

ヒラノ　ケンシン

平野 拳心
所属：城南世田谷支部
出場クラス：12－13才男子 -50kg
＜大会実績＞
　廣重杯 三位
　総極真関東大会 優勝
　k-1アマチュア全日本大会 優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指してがんばります！！

ヒラノ　ケンシン

平野 拳心
所属：城南世田谷支部
出場クラス：12－13才男子 -50kg
＜大会実績＞
　廣重杯 三位
　総極真関東大会 優勝
　k-1アマチュア全日本大会 優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指してがんばります！！

ヒラノ　ユウシン

平野 優心
所属：城南世田谷支部
出場クラス：6～7才男子
＜大会実績＞
　廣重杯 優勝、国際ジュニア 2連覇、
　KWFカラテグランプリ 2連覇
　k-1アマチュア全日本大会 優勝、武将杯優勝
　総極真関東大会 準優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指してがんばります！！

ヒラノ　ユウシン

平野 優心
所属：城南世田谷支部
出場クラス：6～7才男子
＜大会実績＞
　廣重杯 優勝、国際ジュニア 2連覇、
　KWFカラテグランプリ 2連覇
　k-1アマチュア全日本大会 優勝、武将杯優勝
　総極真関東大会 準優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指してがんばります！！

アオキ　ヒサト

青木 悠隼
所属：城南品川支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
　2018廣重杯優勝、2018カラテドリーム
　フェスティバル4年生男子重量級　三位
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

アオキ　ヒサト

青木 悠隼
所属：城南品川支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
　2018廣重杯優勝、2018カラテドリーム
　フェスティバル4年生男子重量級　三位
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

クロサワ　ショウタ

黒澤 翔太
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学二年（12～13才男子＋50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　KWF極真会館世界大会第三位
＜目標・豊富＞
絶対三連覇。

クロサワ　ショウタ

黒澤 翔太
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学二年（12～13才男子＋50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　KWF極真会館世界大会第三位
＜目標・豊富＞
絶対三連覇。

シオカワ　カイ

塩川 懸唯
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：小学一年（6～7才男子の部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります。押忍！！

シオカワ　カイ

塩川 懸唯
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：小学一年（6～7才男子の部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります。押忍！！

アイカワ　ミレイ

相川 実黎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学二年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、IBKO全日本大会優勝、
　WKOジャパンアスリートカップ優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
練習した事を出し切って三連覇を狙います！
押忍。

アイカワ　ミレイ

相川 実黎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学二年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、IBKO全日本大会優勝、
　WKOジャパンアスリートカップ優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
練習した事を出し切って三連覇を狙います！
押忍。

サタケ　ミュウ

佐竹 実優
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才女子＋50㎏
＜大会実績＞
　第1回国際ジュニアユース 準優勝
　2017廣重杯 優勝
　2017リアルチャンピオンシップ 準優勝
　静空塾 優勝、
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
＜目標・豊富＞　絶対優勝‼

サタケ　ミュウ

佐竹 実優
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才女子＋50㎏
＜大会実績＞
　第1回国際ジュニアユース 準優勝
　2017廣重杯 優勝
　2017リアルチャンピオンシップ 準優勝
　静空塾 優勝、
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
＜目標・豊富＞　絶対優勝‼

ベニヤ　ガイ

紅谷　凱
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学三年（14～15才男子－60kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　KWF極真会館世界大会優勝
＜目標・豊富＞
三連覇して力の差を見せつけたる。

ベニヤ　ガイ

紅谷　凱
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学三年（14～15才男子－60kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　KWF極真会館世界大会優勝
＜目標・豊富＞
三連覇して力の差を見せつけたる。

シミズ　ツヨシ

清水　強
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝 
　2018KWF世界青少年大会３位 
　2019JKJO東日本空手王座決定戦 準優勝
＜目標・豊富＞
今回の大会は、カナダ国際大会への切符がかかって
いるので絶対に勝ってカナダ国際大会に出場したいです。

シミズ　ツヨシ

清水　強
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝 
　2018KWF世界青少年大会３位 
　2019JKJO東日本空手王座決定戦 準優勝
＜目標・豊富＞
今回の大会は、カナダ国際大会への切符がかかって
いるので絶対に勝ってカナダ国際大会に出場したいです。

ワダ　リンタロウ

和田 凜太郎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：5年（10～11才男子－35kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　第6回全日本ジュニアチャンピオンシップ（世界総極真）優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
今年は三連覇がかかっているので、絶対優勝して
カナダに行きます。

ワダ　リンタロウ

和田 凜太郎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：5年（10～11才男子－35kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　第6回全日本ジュニアチャンピオンシップ（世界総極真）優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
今年は三連覇がかかっているので、絶対優勝して
カナダに行きます。

キムラ　ユウカ

木村 優香
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学一年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　IBKO全日本大会優勝、JKJO全日本ジュニア大会第三位
＜目標・豊富＞
年上がいても練習した成果を発揮し、優勝目指して
がんばります。

キムラ　ユウカ

木村 優香
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学一年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　IBKO全日本大会優勝、JKJO全日本ジュニア大会第三位
＜目標・豊富＞
年上がいても練習した成果を発揮し、優勝目指して
がんばります。

ナカザワ　タクミ

中澤 拓海
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才男子－40㎏
＜大会実績＞
　2017国際ジュニアユース 優勝
　2017  廣重杯 優勝、2018廣重杯優勝
　KWFカラテグランプリ 優勝
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

ナカザワ　タクミ

中澤 拓海
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才男子－40㎏
＜大会実績＞
　2017国際ジュニアユース 優勝
　2017  廣重杯 優勝、2018廣重杯優勝
　KWFカラテグランプリ 優勝
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

ハセガワ　モモコ

長谷川 桃子
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：6年（10～11才女子－45kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）第三位、
＜目標・豊富＞
他流の子も多いので勝って本当の優勝目指します。

ハセガワ　モモコ

長谷川 桃子
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：6年（10～11才女子－45kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）第三位、
＜目標・豊富＞
他流の子も多いので勝って本当の優勝目指します。

タキ　ユウゴ

滝　悠吾
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：小学6年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会軽量級 優勝
　士衞塾　朱鷺カップ　軽量級　優勝
＜目標・豊富＞
この大会では第１回から優勝しているので
今大会も優勝します。

タキ　ユウゴ

滝　悠吾
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：小学6年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会軽量級 優勝
　士衞塾　朱鷺カップ　軽量級　優勝
＜目標・豊富＞
この大会では第１回から優勝しているので
今大会も優勝します。

ナカミチ　ケイスケ

仲道 啓佑
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝、2018廣重杯優勝  
　2019JKJO東日本空手王座決定戦３位
＜目標・豊富＞
僕は沢山練習を一緒にしてきた仲間のために
絶対に二連覇します！押忍！

ナカミチ　ケイスケ

仲道 啓佑
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝、2018廣重杯優勝  
　2019JKJO東日本空手王座決定戦３位
＜目標・豊富＞
僕は沢山練習を一緒にしてきた仲間のために
絶対に二連覇します！押忍！

ニシベットウ　マリア

西別当 麻理亜
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝
＜目標・豊富＞
今自分に出来る事を精一杯頑張ります。
自分らしい組手をやりきりたいです。
目標は連覇することです。

ニシベットウ　マリア

西別当 麻理亜
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝
＜目標・豊富＞
今自分に出来る事を精一杯頑張ります。
自分らしい組手をやりきりたいです。
目標は連覇することです。

マエドマリ　コウ

前泊 煌
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：中学２年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会重量級 準優勝、
　2018廣重杯 優勝、士衞塾 2018KWF 世界大会
　12～13歳+55kg級 準優勝
＜目標・豊富＞
この大会ではまだ優勝していないので優勝して
カナダの大会に行きます。

マエドマリ　コウ

前泊 煌
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：中学２年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会重量級 準優勝、
　2018廣重杯 優勝、士衞塾 2018KWF 世界大会
　12～13歳+55kg級 準優勝
＜目標・豊富＞
この大会ではまだ優勝していないので優勝して
カナダの大会に行きます。

PICKUP
FIGHTER
PICKUP

FIGHTER
第2回 国際ジュニア・ユース

PICKUP
FIGHTER
PICKUP

FIGHTER
第3回 国際ジュニア・ユース

フクダ　ケイト

福田 恵大
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：国際ジュニアユース6～7才  男子の部
＜大会実績＞
　2018国際ジュニアユース大会  準優勝
　2018廣重杯   優勝
　2018J-1朱鷺CUP優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります！

フクダ　ケイト

福田 恵大
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：国際ジュニアユース6～7才  男子の部
＜大会実績＞
　2018国際ジュニアユース大会  準優勝
　2018廣重杯   優勝
　2018J-1朱鷺CUP優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります！

ヨコタ　ナナミ

横田 來双
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：6～7～才女子の部
＜大会実績＞
　2018年廣重道場杯 一年女子優勝
　2018年ジュニアユース 一年女子準優勝
　2019年関東空手道選手権  一年女子選抜3位
＜目標・豊富＞
今年は絶対に優勝したいです。

ヨコタ　ナナミ

横田 來双
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：6～7～才女子の部
＜大会実績＞
　2018年廣重道場杯 一年女子優勝
　2018年ジュニアユース 一年女子準優勝
　2019年関東空手道選手権  一年女子選抜3位
＜目標・豊富＞
今年は絶対に優勝したいです。
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　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、IBKO全日本大会優勝、
　WKOジャパンアスリートカップ優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
練習した事を出し切って三連覇を狙います！
押忍。

アイカワ　ミレイ

相川 実黎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学二年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、IBKO全日本大会優勝、
　WKOジャパンアスリートカップ優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
練習した事を出し切って三連覇を狙います！
押忍。

サタケ　ミュウ

佐竹 実優
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才女子＋50㎏
＜大会実績＞
　第1回国際ジュニアユース 準優勝
　2017廣重杯 優勝
　2017リアルチャンピオンシップ 準優勝
　静空塾 優勝、
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
＜目標・豊富＞　絶対優勝‼

サタケ　ミュウ

佐竹 実優
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才女子＋50㎏
＜大会実績＞
　第1回国際ジュニアユース 準優勝
　2017廣重杯 優勝
　2017リアルチャンピオンシップ 準優勝
　静空塾 優勝、
　2018KWFカラテグランプリ 準優勝
＜目標・豊富＞　絶対優勝‼

ベニヤ　ガイ

紅谷　凱
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学三年（14～15才男子－60kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　KWF極真会館世界大会優勝
＜目標・豊富＞
三連覇して力の差を見せつけたる。

ベニヤ　ガイ

紅谷　凱
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学三年（14～15才男子－60kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯優勝、
　KWF極真会館世界大会優勝
＜目標・豊富＞
三連覇して力の差を見せつけたる。

シミズ　ツヨシ

清水　強
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝 
　2018KWF世界青少年大会３位 
　2019JKJO東日本空手王座決定戦 準優勝
＜目標・豊富＞
今回の大会は、カナダ国際大会への切符がかかって
いるので絶対に勝ってカナダ国際大会に出場したいです。

シミズ　ツヨシ

清水　強
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝 
　2018KWF世界青少年大会３位 
　2019JKJO東日本空手王座決定戦 準優勝
＜目標・豊富＞
今回の大会は、カナダ国際大会への切符がかかって
いるので絶対に勝ってカナダ国際大会に出場したいです。

ワダ　リンタロウ

和田 凜太郎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：5年（10～11才男子－35kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　第6回全日本ジュニアチャンピオンシップ（世界総極真）優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
今年は三連覇がかかっているので、絶対優勝して
カナダに行きます。

ワダ　リンタロウ

和田 凜太郎
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：5年（10～11才男子－35kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、廣重杯2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　第6回全日本ジュニアチャンピオンシップ（世界総極真）優勝、ジャパンカップ優勝
＜目標・豊富＞
今年は三連覇がかかっているので、絶対優勝して
カナダに行きます。

キムラ　ユウカ

木村 優香
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学一年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　IBKO全日本大会優勝、JKJO全日本ジュニア大会第三位
＜目標・豊富＞
年上がいても練習した成果を発揮し、優勝目指して
がんばります。

キムラ　ユウカ

木村 優香
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：中学一年（12～13才女子－50kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）優勝、
　IBKO全日本大会優勝、JKJO全日本ジュニア大会第三位
＜目標・豊富＞
年上がいても練習した成果を発揮し、優勝目指して
がんばります。

ナカザワ　タクミ

中澤 拓海
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才男子－40㎏
＜大会実績＞
　2017国際ジュニアユース 優勝
　2017  廣重杯 優勝、2018廣重杯優勝
　KWFカラテグランプリ 優勝
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

ナカザワ　タクミ

中澤 拓海
所属：城南品川支部
出場クラス：12－13才男子－40㎏
＜大会実績＞
　2017国際ジュニアユース 優勝
　2017  廣重杯 優勝、2018廣重杯優勝
　KWFカラテグランプリ 優勝
＜目標・豊富＞
絶対優勝‼

ハセガワ　モモコ

長谷川 桃子
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：6年（10～11才女子－45kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）第三位、
＜目標・豊富＞
他流の子も多いので勝って本当の優勝目指します。

ハセガワ　モモコ

長谷川 桃子
所属：さいたま浦和支部
出場クラス：6年（10～11才女子－45kgの部）
＜大会実績＞
　国際ジュニアユース大会2連覇、
　ドリームフェスティバル2018（新極真会）第三位、
＜目標・豊富＞
他流の子も多いので勝って本当の優勝目指します。

タキ　ユウゴ

滝　悠吾
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：小学6年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会軽量級 優勝
　士衞塾　朱鷺カップ　軽量級　優勝
＜目標・豊富＞
この大会では第１回から優勝しているので
今大会も優勝します。

タキ　ユウゴ

滝　悠吾
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：小学6年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会軽量級 優勝
　士衞塾　朱鷺カップ　軽量級　優勝
＜目標・豊富＞
この大会では第１回から優勝しているので
今大会も優勝します。

ナカミチ　ケイスケ

仲道 啓佑
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝、2018廣重杯優勝  
　2019JKJO東日本空手王座決定戦３位
＜目標・豊富＞
僕は沢山練習を一緒にしてきた仲間のために
絶対に二連覇します！押忍！

ナカミチ　ケイスケ

仲道 啓佑
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝、2018廣重杯優勝  
　2019JKJO東日本空手王座決定戦３位
＜目標・豊富＞
僕は沢山練習を一緒にしてきた仲間のために
絶対に二連覇します！押忍！

ニシベットウ　マリア

西別当 麻理亜
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝
＜目標・豊富＞
今自分に出来る事を精一杯頑張ります。
自分らしい組手をやりきりたいです。
目標は連覇することです。

ニシベットウ　マリア

西別当 麻理亜
所属：目黒江東支部
出場クラス：
＜大会実績＞
　第2回国際ジュニアユース 優勝
＜目標・豊富＞
今自分に出来る事を精一杯頑張ります。
自分らしい組手をやりきりたいです。
目標は連覇することです。

マエドマリ　コウ

前泊 煌
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：中学２年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会重量級 準優勝、
　2018廣重杯 優勝、士衞塾 2018KWF 世界大会
　12～13歳+55kg級 準優勝
＜目標・豊富＞
この大会ではまだ優勝していないので優勝して
カナダの大会に行きます。

マエドマリ　コウ

前泊 煌
所属：川崎元住吉支部
出場クラス：中学２年
＜大会実績＞
　第１回、第２回国際ジュニアユース大会重量級 準優勝、
　2018廣重杯 優勝、士衞塾 2018KWF 世界大会
　12～13歳+55kg級 準優勝
＜目標・豊富＞
この大会ではまだ優勝していないので優勝して
カナダの大会に行きます。

PICKUP
FIGHTER
PICKUP

FIGHTER
第2回 国際ジュニア・ユース

PICKUP
FIGHTER
PICKUP

FIGHTER
第3回 国際ジュニア・ユース

フクダ　ケイト

福田 恵大
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：国際ジュニアユース6～7才  男子の部
＜大会実績＞
　2018国際ジュニアユース大会  準優勝
　2018廣重杯   優勝
　2018J-1朱鷺CUP優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります！

フクダ　ケイト

福田 恵大
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：国際ジュニアユース6～7才  男子の部
＜大会実績＞
　2018国際ジュニアユース大会  準優勝
　2018廣重杯   優勝
　2018J-1朱鷺CUP優勝
＜目標・豊富＞
優勝目指して頑張ります！

ヨコタ　ナナミ

横田 來双
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：6～7～才女子の部
＜大会実績＞
　2018年廣重道場杯 一年女子優勝
　2018年ジュニアユース 一年女子準優勝
　2019年関東空手道選手権  一年女子選抜3位
＜目標・豊富＞
今年は絶対に優勝したいです。

ヨコタ　ナナミ

横田 來双
所属：千鳥・有明支部
出場クラス：6～7～才女子の部
＜大会実績＞
　2018年廣重道場杯 一年女子優勝
　2018年ジュニアユース 一年女子準優勝
　2019年関東空手道選手権  一年女子選抜3位
＜目標・豊富＞
今年は絶対に優勝したいです。
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