
チャレンジカップ河口湖 入賞者一覧

階級 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

幼年女子 富士吉田 渡邊 心音

幼年男子 裾野 國弘 慎一郎 静岡北 秋本 頼人 静岡美和 谷田部 瑛真 清水中央 上野 一哉

小１女子 島田 萱沼 真央

小１男子 静岡美和 大倉 一紗 沼津総本部 堤 哉太 三島本部 土屋 羚 焼津みなと 桜井 建心

小２女子 沼津香貫 長島 捺希 静岡美和 海野 有咲 静岡美和 谷田部 紗奈 甲府昭和 荒川 理真

小２男子 伊豆西 佐藤 奨峻 三島徳倉 根岸 恒誠 湖西 鴫原 新 竜南 佐藤 和空

小３女子初級 清水南 安本 佳椰

小３男子初級 清水南 小田巻 大城 沼津香貫 吉澤 虎之介 湯河原 佐藤 勇斗 河口湖 倉澤 聡太

小３女子 城北 櫻井 楓夏 静岡本通 野中 心美

小３男子 沼津総本部 橋本 粋生 函南 露木 真心 富士吉田 桒原 夢希 静岡本通 望月 幹太

小４男子初級 静岡北 藤田 龍星 都留 竹俣 賢心 沼津香貫 中澤 壱斗 静岡本通 山口 稜矢

小４女子 静岡美和 海野 志歩 伊豆の国 杉原 藍良 湯河原 須賀 さらり 甲府本部 渡辺 香華

小４男子 静岡本通 宮崎 零央 静岡東 伊東 龍正 沼津香貫 杉本 拓海 沼津総本部 勝呂 日向

小５男子初級 城北 平井 翔大 河口湖 渡辺 侑 裾野 壹岐 好誠 富士吉田 高橋 春空

小５女子 静岡美和 大倉 柚姫 甲府昭和 荒川 理子

小５男子 河口湖 渡辺 楓太 城北 山本 凌生 城北 川口 晴 静岡南 市毛 拓

小６男子初級 三島徳倉 櫻井 航靖 富士宮 小田 玲斗

小６女子 御殿場 勝亦 奏音

小６男子 静岡東 河崎 尊 三島本部 土屋 翔 湯河原 半田 嵐 静岡本通 海野 湘一朗

中学女子軽量 三島徳倉 秋山 怜南 沼津香貫 長澤 紗良

中学女子重量 城北 川口 るな 焼津みなと 鈴木 琉美 焼津みなと 桜井 そら 焼津みなと 吉永 芽莞

中学男子軽量 静岡南 田代 修羅 清水南 望月 幹太 静岡南 山田 乃亜 沼津総本部 城所 大誠

中学男子重量 河口湖 渡辺 文太 静岡本通 大村 慎

高校男子軽量 静岡本通 野中 友哉 静岡本通 花村 英志

優勝 準優勝 3位 3位



チャレンジカップ河口湖 入賞者一覧

階級 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

優勝 準優勝 3位 3位

高校男子重量 大井川 小笠原 翠 東京 左 淳平

ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 静岡本通 中又 日本 沼津香貫 鈴木 利幸

マスターズ 静岡西 海野 憲央

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 静岡朝日 森島 大司 沼津香貫 中村 崇彦

一般女子 清水中央 三好 梨乃

一般初級 沼津香貫 山ノ内 秀樹 沼津香貫 椿 拓郎

一般中級 焼津みなと デイビス・アルバラシン 市川 大久保 広幸

一般上級 大井川 小笠原 快 菊川 林 歩希 清水西 栗田 桂佑

最優秀選手賞 一般 上級 大井川 小笠原 快

技能賞 中学男子重量 河口湖 渡辺 文太

敢闘賞 中学男子軽量 静岡南 田代 修羅



チャレンジカップ河口湖 入賞者一覧

階級 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

優勝 準優勝 3位 3位

型

幼年 白・ｵﾚﾝｼﾞ帯 藤枝本部 木村 凛 御殿場 勝亦 音和 函南 大越 龍仁 沼津総本部 松村 百

少年 白・ｵﾚﾝｼﾞ帯 沼津香貫 中澤 壱斗 藤枝本部 秋山 瑛大 静岡北 藤田 龍星 沼津香貫 吉澤 虎之介

幼年 青・黄帯 湖西 鴫原 新 静岡美和 海野 有咲 竜南 佐藤 和空 菊川 遠藤 志磨

少年 青帯 男子 藤枝本部 森谷 和司 福井今城 川端 航世 大井川 鈴木 康生 静岡朝日 傳刀 友月

少年 青帯 女子 静岡美和 菅原 優希 清水南 望月 理沙 三島徳倉 櫻井 希美 静岡本通 山口 智世

少年 黄帯 男子 静岡北 渡邉 成竣 静岡美和 渥美 琉海 城北 川口 晴 静岡美和 武田 隆之介

少年 黄帯 女子 静岡美和 大倉 柚姫 静岡美和 海野 志歩

少年 緑・茶帯 城北 山本 凌生 静岡東 河崎 尊 静岡南 市毛 拓 函南 鈴木 舶

中学男子 静岡南 山田 乃亜 静岡本通 大村 慎 静岡南 田代 修羅 静岡本通 内野 仁和

中学女子 沼津香貫 長澤 紗良 富士交流 センター 漆畑 成羅 焼津みなと 吉永 芽莞 三島徳倉 秋山 怜南

マスターズ男子 静岡本通 中又 日本 静岡朝日 土屋 裕一郎

マスターズ女子 静岡本通 海野 早苗

一般男子 大井川 小笠原 快 菊川 林 歩希 富士川 佐藤 良男 竜南 狩野 明日真

一般女子 御殿場 増田 結芽 富士宮 小田 祥子

最優秀選手賞 型 中学生 女子 沼津香貫 長澤 紗良


