
⼩学⽣以下⽩帯 野々垣 湊桜 (愛知・尾張⼀宮) ⼩川 千絵⼦ (岐⾩・岐⾩本部) 堤 央丞 (岐⾩・岐⾩本部)
⼩学⽣以下⻩帯 ⼩学2年⽣以下 柳 ジュン (愛知・尾張⼀宮) 清⽔ 咲蘭 (岐⾩・岐⾩本部) 野々垣 怜雅 (愛知・尾張⼀宮)
⼩学⽣以下⻩帯 ⼩学3年⽣ 森⼝ 美織 (愛知・尾張⼀宮) 藤本 崚介 (岐⾩・岐⾩本部) 牧村 陽菜 (岐⾩・岐⾩南)
⼩学⽣以下⻩帯 ⼩学4年⽣ 野々垣 澪桜 (愛知・尾張⼀宮) 篠崎 瑛仁 (岐⾩・⼤垣) 渡邊 正悟 (岐⾩・岐⾩東)
⼩学⽣以下⻩帯 ⼩学5年⽣以上 朝倉 莉乃 (岐⾩・岐⾩本部) 松村 浩太朗 (岐⾩・岐⾩本部) 丹沢 藍司 (愛知・尾張⼀宮)
⼩学⽣以下緑⻘帯 男⼦ 松柴 漣太朗 (⼤阪・淀川) 杉本 琥太郎 (岐⾩・⼤垣) 桐⼭ ⼤駕 (岐⾩・岐⾩本部)
⼩学⽣以下緑⻘帯 ⼥⼦ 横⼭ 莉⼦ (愛知・岡崎) 星野 葵⼼ (愛知・安城) 鈴⽊ 双葉 (岐⾩・岐⾩本部)
成年Ⅱ部 男⼦ 前⽥ 明宏 (岐⾩・岐⾩本部) 吉⽥ 有翔 (岐⾩・岐⾩東) 中嶋 優⽃ (愛知・稲沢)
成年Ⅰ部 男⼦ ⻄尾 ⼀冴 (岐⾩・岐⾩本部) 酒井 翔平 (愛知・尾張⼀宮) ⼤室 ⿓之介 (岐⾩・⼤垣)
成年Ⅰ部2段以上 ⻄尾 晟⼀ (岐⾩・岐⾩本部) ⻄尾 太我 (岐⾩・岐⾩本部) ⾼橋 実花 (愛知・岡崎)
成年Ⅱ部 ⼥⼦ 森⼝ 叔美 (愛知・尾張⼀宮) ⼋⽊ ひなた (愛知・岡崎) 新⽥ ⽔澄 (岐⾩・岐⾩東)
成年Ⅰ部 ⼥⼦ ⿃居 愛美 (愛知・安城) 渡邉 藍 (岐⾩・岐⾩本部) 櫻井 珠喜 (岐⾩・岐⾩本部)
⼩学⽣以下ライト級 男⼦ 野々垣 怜雅 (愛知・尾張⼀宮) 柳 ジュン (愛知・尾張⼀宮) 篠崎 瑛仁 (岐⾩・⼤垣)
⼩学⽣以下ミドル級 男⼦ 桐⼭ ⼤駕 (岐⾩・岐⾩本部) 阿部 蒼平 (岐⾩・岐⾩北) ⼤⼭ 楓⼈ (愛知・尾張⼀宮)
⼩学⽣以下ヘビー級 男⼦ 細井 琥太朗 (静岡・浜松) 清⽔ ⾥⾂⼈ (岐⾩・岐⾩本部) 松柴 漣太朗 (⼤阪・淀川)
⼩学⽣以下ハイパー級 男⼦ 杉本 琥太郎 (岐⾩・⼤垣) 伊藤 雅陽 (岐⾩・岐⾩北) ⼆橋 ⺠儒 (静岡・浜松)
中学⽣Ⅱ部ハイパー級 男⼦ 吉⽥ 有翔 (岐⾩・岐⾩東) 新⽥ 輝 (岐⾩・岐⾩東) ⼋⽊ 琉成 (愛知・岡崎)
中学⽣Ⅰ部ハイパー級 男⼦ ⽵内 裕哉 (愛知・尾張⼀宮) ⼭⼝ 蓮⽣ (岐⾩・岐⾩南)
成年Ⅰ部マイクロ級 男⼦ 外⼭ 蒼吾 (静岡・浜松) 北⾓ 優京 (三重・津) 遠藤 宏紀 (三重・三重⼤学)
成年Ⅰ部ライト級 男⼦ 岩野 隼也 (岐⾩・岐⾩⼤学) 遠藤 王春 (愛知・尾張⼀宮) 稲葉 涼 (愛知・安城)
成年Ⅰ部ライトヘビー級 男⼦ ⽊下 勇弥 (愛知・尾張⼀宮) 阿部 浩太 (岐⾩・岐⾩⼤学)
成年Ⅰ部ミドル級 男⼦ ⻄尾 ⼀冴 (岐⾩・岐⾩本部) ⻄尾 太我 (岐⾩・岐⾩本部) ⻄尾 晟⼀ (岐⾩・岐⾩本部)
シニア重量級 男⼦ 酒井 翔平 (愛知・尾張⼀宮) ⻄尾 圭⼀ (岐⾩・岐⾩本部) 野々垣 定紀 (愛知・尾張⼀宮)
シニア軽量級 男⼦ 榎 敦史 (三重・四⽇市) ⼆反⽥ 直⼰ (愛知・安城) 前⽥ 明宏 (岐⾩・岐⾩本部)
⼩学⽣以下ミドル級 ⼥⼦ 桐⼭ 愛梨 (岐⾩・岐⾩本部) 朝倉 莉乃 (岐⾩・岐⾩本部) 野々垣 澪桜 (愛知・尾張⼀宮)
⼩学⽣以下ヘビー級 ⼥⼦ 星野 悠⾐ (愛知・安城) 星野 葵⼼ (愛知・安城) 澤⽥ 采実 (岐⾩・岐⾩北)
⼩学⽣以下ハイパー級 ⼥⼦ 櫻井 珠喜 (岐⾩・岐⾩本部) 横⼭ 莉⼦ (愛知・岡崎)
中学⽣Ⅱ部ヘビー級 ⼥⼦ 新⽥ ⽔澄 (岐⾩・岐⾩東) 林 美結 (岐⾩・岐⾩本部)
中学⽣Ⅰ部ミドル級 ⼥⼦ 渡邉 藍 (岐⾩・岐⾩本部) 横⼭ かりん (岐⾩・岐⾩本部)
成年Ⅱ部ライト級 ⼥⼦ 丹後 エドアルダ (愛知・安城) ⽯井 彩良 (静岡・浜松) 松井 もえ (岐⾩・岐⾩東)
成年Ⅰ部ミドル級 ⼥⼦ ⾼橋 実花 (愛知・岡崎) 渡辺 萌⽣ (岐⾩・岐⾩本部) ⿃居 愛美 (愛知・安城)

佐野 喬哉 (愛知・尾張⼀宮)
野々垣 定紀 (愛知・尾張⼀宮)
遠藤 王春 (愛知・尾張⼀宮)

第26回岐⾩県テコンドー選⼿権⼤会
2022年9⽉4⽇（⽇）

⼤垣市武道館
参加⼈数　95⼈

カテゴリー

トゥル
（型）

優勝 準優勝 第３位

マッソギ
（組⼿）

団体戦 男⼦


