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幼児 阿保　航希 野崎　七海 嶋内　彩乃

（洪人館） （無諦会） （ヨンソン）

小学生女子低学年初級A 沼田　まひる 澁谷　天歌

（炫武館） （洪人館）

小学生女子低学年上級A 木原　萌 松井　幸音

（榊原道場） （JTS）

小学生女子中学年初級A 野坂　知世 細谷　優砂 刈谷　智晴

（炫武館） （榊原道場） （洪人館）

小学生女子中学年初級B 臼井　萌々 板倉　未羽 熊本　ななか 鈴木　優里

（榊原道場） （士衛塾新潟） （榊原道場） （炫武館）

小学生女子中学年上級A 岡崎　陽向 時田　里緒 鈴木　小春 田中　舞穂

（相原道場） （炫武館） （石岡道場） （炫武館）

小学生女子高学年初級・上級合同 寺田　有希 佐々木　美海 木下　菜奈子 平良　なつみ

（ヨンソン） （榊原道場） （国際安田会館） （洪人館）

小学生女子高学年上級A 芹澤　美郁 宿谷　智里花 森本　理子 新田　直美

（炫武館） （榊原道場） （輝蹴会） （輝蹴会）

中学生女子初級A 八木　美里 吉野　紗来

（炫武館） （榊原道場）

中学生女子上級A 西潟　星来 西本　雛 渡辺　実咲 濱田　佳菜

（士衛塾新潟） （洪人館） （士衛塾新潟） （JTS）

中学生女子上級B 入間川　優佳 寄名　彩乃 丸山　千緩

（相原道場） （石岡道場） （ヨンソン）

小学生男子低学年初級A 江藤　秀樹 菊地　歩 井戸田　惺弥

（洪人館） （炫武館） （榊原道場）

小学生男子低学年初級B 小林　海輝 桑田　丙道 小田切　煌

（榊原道場） （洪人館） （炫武館）

小学生男子低学年初級C 仁禮　裕康 川田　竜爾 立﨑　大地

（炫武館） （洪人館） （榊原道場）

小学生男子低学年初級D 前田　有羽 新井　音羽 劉　駿廷 手嶋　丈

（洪人館） （炫武館） （榊原道場） （早稲田テコンドースクール）

小学生男子低学年初級E 岡野　令 申　大訓 御法川　凱登 豊田　泰隆

（早稲田テコンドースクール） （洪人館） （榊原道場） （炫武館）

小学生男子低学年上級A Diouf Mouhamadou 新島　千歳 須崎　金太郎 永田　晄基

（榊原道場） （榊原道場） （ヨンソン） （洪人館）

小学生男子中学年初級A 涌井　千寛 崔　多旻 西田　崚平

（士衛塾新潟） （洪人館） （早稲田テコンドースクール）

小学生男子中学年初級B 岡部　真幸 大窪　英志 澤井　拳 楊　弘毅

（炫武館） （炫武館） （榊原道場） （洪人館）

小学生男子中学年初級C 芹澤　拓磨 髙橋　大和 手嶋　快 前田　凌羽

（炫武館） （炫武館） （早稲田テコンドースクール） （洪人館)

小学生男子中学年初級D 大岡　歩夢 齋藤　將馬 永野　拳龍 佐藤　流星

（炫武館） （洪人館） （ICT） （国際安田会館）

小学生男子中学年初級E 古市　涼祐 鼻田　和志 宮内　孝幸 渡邊　風弥

（国際安田会館） （洪人館） （国際安田会館） （士衛塾新潟）

小学生男子中学年上級A 鈴木　颯 鴇田　光星 渋谷　壮太郎 千葉　大地

（石岡道場） （相原道場） （洪人館） （石岡道場）

小学生男子中学年上級B 遠藤　凛葵 須田　大和 横瀬　駿大 海老澤　夢大

（相原道場） （相原道場） （石岡道場） （石岡道場）

小学生男子高学年初級A 堀口　敏幸 小田切　励 長野　範主 永野　成龍

（榊原道場） （炫武館） （洪人館） （ICT）

小学生男子高学年初級B 笈入　豪太 後藤　祐士 荒木　恭輔 佐藤　空也

（炫武館） （炫武館） （榊原道場） （士衛塾新潟）
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小学生男子高学年初級C 岡本　尚茉 宮内　義幸 澤井　翔 宮　健太

（国際安田会館） （国際安田会館） （榊原道場） （洪人館）

小学生男子高学年上級A 髙橋　陽向 後藤　優歩 川又　健吾 濱田　琉成

（榊原道場） （炫武館） （石岡道場） （兵庫県協会姫路支部）

小学生男子高学年上級B 宋　旻守 岡崎　大地 臼井　亘輝 渡辺　凛太郎

（早稲田テコンドースクール） （相原道場） （榊原道場） （士衛塾新潟）

中学生男子初級A 米山　慶太 松尾　啓介 畠山　泳清 京極　規高

（炫武館） （洪人館） （洪人館） （洪人館）

中学生男子上級A 金原　佳輝 佐藤　優人 江藤　ルカス 大久保　匠真

（相原道場） （士衛塾新潟） （洪人館） （洪人館）

中学生男子上級B 柳　優海 鈴木　颯 金原　尚輝 山本　翔

（ヨンソン） （相原道場） （相原道場） （JTS）

中学生男子上級C 前田　陽南人 森川　真輝 涌井　一匡 原田　直樹

（輝蹴会） （ヨンソン） （士衛塾新潟） （相原道場）

中学生男子上級D 東島　星夜 濱田　竜寧 濱田　竜匡 寺田　玲矢

（ヨンソン） （兵庫県協会姫路支部） （兵庫県協会姫路支部） （ヨンソン）

一般女子-46kg級～-57kg級初級 入間川　優奈 金子　千春 細川　昌代 根岸　さゆり

（相原道場） （創価大学） （輝蹴会） （洪人館）

一般女子-46kg級上級 神近　桃子 宮澤　かんな 藤掛　麻美 河村　安理沙

（大東文化大学） (明治大学) (明治大学) (明治大学)

一般女子-49kg級上級 貫井　翠音 佐久間　凪 西　夏実 瓦井　久美子

(石岡道場) （士衛塾新潟） （明治大学） （無諦会）

一般女子-53kg級～-57kg級上級 須川　美穂 須川　亮雲 臼田　咲実 本間　奏

（無諦会） （無諦会） （明治大学） (明治大学)

一般女子-62kg級以上上級 Reyes Henkel, Magali

（JTS）

一般男子-54kg級～-58kg級初級 玄場　啓介 荘司　郁彦 鈴木　雄悟 古閑　達也

（洪人館） （洪人館） （大東文化大学） （JTS）

一般男子-63kg級以上初級 関根　孝太郎 牧野　圭 大水　翔 木村　勇介

（JTS） （JTS） （JTS） (洪人館)

一般男子-54kg級上級 松井　隆太 近　慎仁 伊藤　龍平 苅田　力斗

（炫武館） （大東文化大学） （大東文化大学） （JTS）

一般男子-58kg級上級 鈴木　セルヒオ 松井　隆弥 宇山　一麻 小山内　海斗

（大東文化大学） （炫武館） （尚志塾） （炫武館）

一般男子-63kg級上級 大島　卓也 本間　政丞 長尾　政寛 宋　是憲

（明治大学） （大東文化大学） （JTS） （早稲田テコンドースクール）

一般男子-68kg級上級 東　広大 石井　洋平 Tilley Peter 西本　隼

（明治大学） （ヨンソン） （尚志塾） （洪人館）

一般男子-74kg級～-80kg級上級 山田　亮 井出　捷人 相原　慎太朗 小林　一馬

（大東文化大学） （明治大学） （JTS） （大東文化大学）

男子シニアA 寺岡　秀典 千脇　有高 安藤　啓成 朱　隆昌

（JTS） （JTS） （洪人館） （国際安田会館）

男子マスターA 苅田　憲昭 山中　淳弥 三浦　大輔 印出　義紀

（JTS） （炫武館） （JTS） （JTS）

優秀選手賞　　午前の部：西潟　星来（士衛塾新潟）/　午後の部：松井　隆太（炫武館）

最優秀選手賞　午前の部：金原　佳輝（相原道場）/　午後の部：鈴木　セルヒオ（大東文化大学）
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