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～組手～

幼年女子 須賀 さらり 湯河原

幼年男子 小縣 謙信 岐阜太田 松田 京醐 富士吉田

小1男子 瀧波 快生 福井今城 川口 晴 城北 渡辺 楓太 河口湖 山本 凌生 城北

小1女子 田代 羽羅 静岡南 長島 瑞希 沼津香貫

小2男子 秋山 魁利 伊豆の国 渡邊 柊弥 沼津本部 永田 悠介 静岡南 武田 隆之介 美和

小2女子 早川 知里 岐阜太田 秋山 結南 三島北

小３男子初級 北堀 翔也 藤枝本部 佐野 凛太郎 三島本部 櫛本 裕都 静岡本通 土屋 響太 伊東

小３男子 渡辺 文太 河口湖 清水 祐生 美和 松本 聡司 熱海 牧野 泰祐 焼津みなと

小３女子 吉永 芽莞 焼津みなと

小４男子初級 ﾒｽﾃﾚｼｹ・ｷﾞﾚﾙﾒ 入野 菅原 侑翔 入野 荒井 弾 富士吉田 渡邉 生 大井川

小４女子初級 渡辺 優花 富士吉田 瀧 真弘 清水東

小４男子 小見山 颯 湯河原 望月 風嶺亜 菊川 羽柴 泰寿 宇佐美 西川 大暉 城北

小４女子 勝又 怜菜 富士大淵 山下 舞姫 菊川 吉角 怜香 甲府昭和 佐藤 碧葉 レオリブレ

小５男子初級 森下 迅 福井今城 遠藤 優汰 静岡本通

小５男子 西川 海翔 城北 藤本 翔大 函南 鈴木 爽真 熱川 中山 敬介 甲府本部

小５女子 田代 妃羅 静岡南 笠原 実樹 熱海 山下 愛姫 菊川 漆畑 慈乃 富士交流センター

小６男子初級 建部 颯汰 富士川 渡辺 拓海 河口湖

小６男子 斎藤 聖馬 下田 城所 航大 沼津本部 秋山 優斗 伊豆の国 小松 秀汰 熱海

小６女子 小澤 実友莉 静岡南 田中 紗奈 富士中里

中学女子軽量 林 有奈 菊川

中学女子重量 野澤 歩生 河口湖 松島 成美 沼津本部 鴨田 恵 レオリブレ 田中 楓花 富士中里

中学男子軽量 浅岡 悠介 静岡本通 野中 友哉 静岡本通 村田 来倖 入野 河合 悠希 三島徳倉

中学男子重量 望月 瑛斗 菊川 小笠原 快 大井川 渡邉 優杏 大井川 吉永 崚人 焼津みなと

高校男子 和田 歩夢 伊東 吉田 達也 静岡南

高校女子 松下 瑳映 静岡本通 藤野 朱音 裾野

ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 長津 和正 熱海 増田 昇 伊豆の国

一般女子 永谷 麻佑子 岐阜太田

一般初級 菊地 俊平 富士吉田 デイビス アルバラシン 焼津みなと 浅賀 健太 伊東 石原 久光 菊川

一般中級 宮原 圭吾 清水中央

一般上級 吉田 崇人 静岡南 斉藤 真太 三島本部

最優秀選手賞 吉田 崇人 静岡南

技能賞 浅岡 悠介 静岡本通

敢闘賞 斉藤 真太 三島本部

チャレンジカップ河口湖 入賞者一覧

3位 3位優勝 準優勝
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チャレンジカップ河口湖 入賞者一覧

3位 3位優勝 準優勝

～型～

幼年ｵﾚﾝｼﾞ 田代 羽羅 静岡南 瀧波 快生 福井今城 長島 瑞希 沼津香貫 渡邉 成竣 静岡北

少年ｵﾚﾝｼﾞ 橘田 幸成 甲府本部 長谷川 千紘 清水東 吉角 綾真 甲府昭和 森下 迅 福井今城

幼年青黄色 小川 莉紗 清水東 山本 凌生 城北 大倉 柚姫 美和 武田 隆之介 美和

少年青男子 京島 彰汰 清水東 中野 聖 清水東 竹上 隼斗 清水南 鈴木 悠仁 甲府本部

少年青女子 川口 るな 城北 望月 有紗 清水南 吉田 愛里 竜南 桑原 伽奈 竜南

少年黄 男子 花輪 隼聖 静岡北 西川 大暉 城北 瀧波 壮真 福井今城 田代 修羅 静岡南

少年黄 女子 秋山 怜南 三島北 笠原 実樹 熱海 小川 真里奈 清水東 稲葉 美琴 清水南

少年緑茶男子 山本 優希 城北 守川 鴻 竜南 伏見 綾人 竜南 野ヶ山 夢人 静岡南

少年緑茶女子 遠藤 梨瑚 沼津本部 佐藤 秀美 御殿場

中学男子 守川 仁 竜南 宇田 正男 三島徳倉 小笠原 快 大井川 林 歩希 菊川

中学女子 野澤 歩生 河口湖 林 有奈 菊川 猪又 桃子 甲府本部 松島 成美 沼津本部

一般女子 藤野 朱音 裾野 朝比奈 久美子 大井川

一般男子 山縣 正典 三島徳倉 永谷 恵一 岐阜太田

ﾏｽﾀｰｽﾞ男子 藤井 充 沼津原

最優秀選手賞 野澤 歩生 河口湖

優秀選手 小笠原 快 大井川


