【第10回八王子オープンテコンドー選手権大会 】
試合結果 －１－
階級
小1・2男子 +21kg/+24kg
合同 初級
小1・2男子 +21kg/+24kg
合同 上級
小1～3女子 -21～+24kg
合同 上級
小3男子 -28kg/+28kg
合同 初級
小3男子 -28kg/+28kg
合同 上級
小3女子 -28kg/+28kg
合同 初級

優勝

準優勝

申 昇昊（榊原道場）

高橋 礼央（榊原道場）

小林 貴篤（榊原道場）

中川 恵悟（榊原道場）

鈴木 嵐（石岡道場）

田中 咲妃（榊原道場）

松井 幸音（JTS）

野崎 七海（無諦会）

須藤 潤（榊原道場）

佐藤 葵（榊原道場）

井戸田 惺弥（榊原道場）

小林 海輝（榊原道場）

川上 玲音（榊原道場）

ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ 英慈(榊原道場)

奥崎 暖愛（榊原道場）

第3位

宋 知慶
(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ）

小4男子 -28kg 初級

池田 弘喜（炫武館）

池田 陽翔（炫武館 山梨)

丸山 夢翔(JTS)

小4男子 -33kg 初級

竹村 太樹（石岡道場）

小林 蓮（炫武館 山梨）

御法川 凱登（榊原道場）

小4男子 -28kg/-33kg
合同 上級

ｼﾞｭｯﾌﾑﾊﾏﾄﾞｩ（榊原道場）

新島 千歳（榊原道場）

豊田 泰隆（炫武館）

水谷 健太

板津 琢馬（DTS）

久山 凌生（DTS）

小4男子 +33kg 初級

(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ)

小4女子 -28kg～+33kg
合同 上級

木原 萌（榊原道場）

中川 美希（榊原道場）

横瀬 智咲（石岡道場）

小5男子 -33kg 初級

石野 誠也（炫武館)

山内 光喜（榊原道場）

ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ ｺﾘﾝ(榊原道場)

小5男子 -33kg 上級

戸村 太一（融心館）

涌井 千尋（士衛塾）

田中 湧太（榊原道場）

申 載賀

藤井 道隆（榊原道場）

小5男子 -38kg 初級

(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ)

小5女子 -33kg 上級

時田 里緒（炫武館）

田中 舞穂（炫武館）

鈴木 小春（石岡道場）

小5男子 -38kg/+43kg
合同 上級

大岡 歩（炫武館）

松島 駿（士衛塾）

渋谷 壮太郎（洪人館）

小6男子 -33kg 上級

鈴木 颯（石岡道場）

髙橋 飛陽（榊原道場）

千脇 登耀（ヨンソン）

小6男子 -38kg/-43kg
合同 上級

遠藤 凛葵（相原道場）

横瀬 駿大（石岡道場）

須崎 裕次郎（ヨンソン）

小6男子 +43kg 上級
小5・6女子 -38kg/-43kg
合同 初級
中学男子 -33kg/-37kg
合同 上級
中学男子 -41kg/-45kg
合同 上級

木野 慶次郎（相原道場） 海老澤 夢太（石岡道場）

高 俊廈
(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ)

吉田 莉緒（榊原道場）

奥崎 心暖（榊原道場）

胡口 奈良（DTS)

高橋 陽向（榊原道場）

臼井 亘輝（榊原道場）

宮本 倫帆（HANARO）

笈入 豪太（HANARO)

小林 和翔（ヨンソン）

福井 丈慈（ヨンソン）

宋 旻守（Boms）

村松 総司（炫武館）

後藤 祏士（炫武館）

後藤 将也（炫武館）

涌井 一匡（士衛塾）

横井 新大（榊原道場）

後藤 優歩（炫武館）

武田 泰雨（尚志塾）

中学女子 -41kg 上級

村上 智奈（炫武館）

芹澤 美郁（炫武館）

臼井 萌々（榊原道場）

中学女子 -47kg/-51kg
合同 上級

佐々木 美海（榊原道場）

金原 未奈（Reiz)

寺田 有希（ヨンソン）

中学男子 -49kg 上級
中学男子 -53kg/-57kg
合同 上級
中学男子 -61kg/+61kg
合同 上級

【第10回八王子オープンテコンドー選手権大会 】
試合結果 －２－
階級

優勝

準優勝

第3位

一般男子 -58kg 上級

松井 隆太（HANARO）

戸村 仁（相原道場）

東島 星夜（ヨンソン）

一般男子 -68kg 初級

坂野 琢也（大東文化）

二宮 慶（榊原道場）

一般男子 -68kg 上級

石井 洋平（ヨンソン）

吉田 政輝（JTS)

一般女子 -49kg 上級

西後 実咲（大東文化）

松井 優茄（HANARO)

一般女子 -57kg/-67kg
合同 上級

吉野 紗来（榊原道場）

和田 璃子（大東文化）

シニア男子 -58kg級

村田 剛史（榊原道場）

景澤 基（榊原道場）

シニア男子 -80kg級

細谷 慎一（榊原道場）

服部 和彦（炫武館）

李 楊（大東文化）

石井 佑佳（大東文化）

佐藤 篤士（榊原道場）

【第1回ちびっこテコンドー選手権大会 】
試合結果
優勝

準優勝

第3位

そん ぎょんじゅん君

みやべ かなめ君

ちょ うちゃん君

(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ）

（無諦会）

(早稲田ﾃｺﾝﾄﾞｰｽｸｰﾙ）

