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カテゴリー 記録
パワーブレイキング ⼩学2年⽣以下 福原 紗奈 (愛知・尾張⼀宮) ⿊1枚
パワーブレイキング ⼩学3・4年⽣ 緒⽅ 愛徒 (岐⾩・岐⾩本部 ) ⾚2枚
パワーブレイキング ⼩学5・6年⽣ 細井 琥太朗 (静岡・浜松) ⿊3枚
パワーブレイキング 中学⽣ ⽵内 碧 (静岡・浜松) ⿊4枚
パワーブレイキング 成年 男⼦ 榊原 幸之助 (愛知・愛知⼤学) ⿊7枚
パワーブレイキング 成年 ⼥⼦ ⻑⾕川 礼名 (愛知・愛知⼤学) ⿊3枚
パワーブレイキング シニア 品⽥ ⼤範 (愛知・尾張⼀宮) ⿊7枚
スペシャルテクニック ⼩学2年⽣以下 清⽔ 咲蘭 (岐⾩・岐⾩本部) 頭上35cm
スペシャルテクニック ⼩学3・4年⽣ 清⽔ ⾥⾂⼈ (岐⾩・岐⾩本部) 頭上45cm
スペシャルテクニック ⼩学5・6年⽣ ⽵内 華 (静岡・浜松) 頭上45cm
スペシャルテクニック 中学⽣ 吉⽥ 有翔 (岐⾩・岐⾩東) 頭上43cm
スペシャルテクニック 成年 男⼦ ⾦内 陸志 (岐⾩・岐⾩⼤学) 頭上30cm
スペシャルテクニック 成年 ⼥⼦ 安⽥ なごみ (愛知・愛知⼤学) 頭上45cm
スペシャルテクニック シニア 品⽥ ⼤範 (愛知・尾張⼀宮) 頭上25cm
トゥル ⼩学⽣以下⽩帯 2年⽣以下 堤 央丞 (岐⾩・岐⾩本部) 伊藤 結⼠ (岐⾩・岐⾩本部) 眞野 充⽣ (愛知・尾張⼀宮)

トゥル ⼩学⽣以下⽩帯 3年⽣以上 ⼩川 千絵⼦ (岐⾩・岐⾩本部) 久納 周 (岐⾩・⼤垣) 佐分 富俊 (愛知・稲沢)

トゥル ⼩学⽣以下⻩帯 2年⽣以下 野々垣 湊桜 (愛知・尾張⼀宮) 清⽔ 咲蘭 (岐⾩・岐⾩本部) 福原 紗奈 (愛知・尾張⼀宮)

トゥル ⼩学⽣以下⻩帯 3年⽣ 藤本 崚介 (岐⾩・岐⾩本部) 安⽥ 崇弥 (岐⾩・⼤垣南) 髙⽊ 玲央⽃ (岐⾩・垂井)

トゥル ⼩学⽣以下⻩帯 4年⽣ ⽥中 新 (岐⾩・岐⾩本部) ⽔尻 漱介 (岐⾩・岐⾩南) 福原 隆太 (愛知・尾張⼀宮)

トゥル ⼩学⽣以下⻩帯 5年⽣以上 内⽥ 健⼼ (愛知・稲沢) バットジャルガル 良介 (三重・四⽇市) 朝倉 莉乃 (岐⾩・岐⾩本部)

トゥル ⼩学⽣以下3年⽣以下緑帯 男⼦ 村瀬 ⼤和 (岐⾩・岐⾩本部) 野々垣 怜雅 (愛知・尾張⼀宮) 寺⽥ 陽真 (愛知・尾張⼀宮)

トゥル ⼩学⽣以下4年⽣緑帯 男⼦ 篠崎 瑛仁 (岐⾩・⼤垣) 松柴 漣太朗 (⼤阪・淀川) 勝村 柊⼼ (岐⾩・岐⾩本部)

トゥル ⼩学⽣以下5年⽣以上緑帯 男⼦ 杉本 琥太郎 (岐⾩・⼤垣) 阿部 蒼平 (岐⾩・岐⾩北) 松村 浩太朗 (岐⾩・岐⾩本部)

トゥル ⼩学⽣以下緑帯4年⽣以下 ⼥⼦ 野々垣 澪桜 (愛知・尾張⼀宮) 森⼝ 美織 (愛知・尾張⼀宮) 桒原 清南 (岐⾩・岐⾩北)

トゥル ⼩学⽣以下緑帯5年⽣以上 ⼥⼦ 横⼭ 莉⼦ (愛知・岡崎) 猪股 ほのか (愛知・岡崎) ⽵内 華 (静岡・浜松)

トゥル ⼩学⽣以下⻘帯4年⽣以下 加藤 玲伊 (岐⾩・岐⾩南) 清⽔ ⾥⾂⼈ (岐⾩・岐⾩本部) 村上 栞菜 (岐⾩・岐⾩東)

トゥル ⼩学⽣以下⻘帯5年⽣以上 星野 悠⾐ (愛知・安城) 萩原 冬也 (静岡・浜松) 村上 ⼤鷹 (岐⾩・岐⾩東)

トゥル 成年部 ⻩緑帯 男⼦ 中嶋 優⽃ (愛知・稲沢) 畠⼭ ⼀平 (岐⾩・岐⾩本部) 品⽥ ⼤範 (愛知・尾張⼀宮)

トゥル 成年部 ⻘⾚帯 男⼦ ⼆反⽥ 直⼰ (愛知・安城) ⾦内 陸志 (岐⾩・岐⾩⼤学) 遠藤 宏紀 (三重・三重⼤学)

トゥル シニア 男⼦ 名和 英哉 (岐⾩・岐⾩本部) 前⽥ 明宏 (岐⾩・岐⾩本部) 鈴⽊ 孝宏 (愛知・安城)

トゥル 中学⽣ ⼥⼦ 並河 ⾥奈 (岐⾩・岐⾩本部) 村上 りおん (愛知・尾張⼀宮) 栗⼭ 優⽉ (岐⾩・岐⾩本部)

トゥル 成年部⻩緑帯 ⼥⼦ 森⼝ 叔美 (愛知・尾張⼀宮) 清原 美映⼦ (東京・⽂京区) 安⽥ なごみ (愛知・愛知⼤学)

トゥル 成年部⻘⾚帯 ⼥⼦ 松井 もえ (岐⾩・岐⾩東) 柴⼭ 美紀⼦ (岐⾩・岐⾩⼤学) 吉富 雛乃 (愛知・愛知⼤学)

マッソギ ⼩学⽣以下マイクロ級 男⼦ 上⼭ 奈義 (岐⾩・岐⾩北) 橋⼝ ⼤翔 (愛知・岡崎)

マッソギ ⼩学⽣以下ライト級 男⼦ 篠崎 瑛仁 (岐⾩・⼤垣) 寺⽥ 陽真 (愛知・尾張⼀宮) 村瀬 ⼤和 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ ⼩学⽣以下ミドル級 ⼩学3年⽣以下 男⼦ ⽵内 環太 (愛知・岡崎) 坂⽥ 瀧稀⽃ (愛知・安城) 藤本 崚介 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ ⼩学⽣以下ミドル級 ⼩学4年⽣以上 男⼦ 緒⽅ 愛徒 (岐⾩・岐⾩本部) 加藤 玲伊 (岐⾩・岐⾩南) 阿部 蒼平 (岐⾩・岐⾩北)

マッソギ ⼩学⽣以下ヘビー級 男⼦ 村上 ⼤鷹 (岐⾩・岐⾩東) 安⽥ 詠喜 (岐⾩・岐⾩本部) 清⽔ ⾥⾂⼈ (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ ⼩学⽣以下ハイパー級 男⼦ 細井 琥太朗 (静岡・浜松) 坂⽥ 羅依灯 (愛知・安城) ⼆橋 ⺠儒 (静岡・浜松)

マッソギ 中学⽣ハイパー級 男⼦ 吉⽥ 有翔 (岐⾩・岐⾩東) 髙⽊ 柊磨 (岐⾩・垂井) 新⽥ 輝 (岐⾩・岐⾩東)

マッソギ 成年マイクロ級 男⼦ ⼭下 梨玖 (岐⾩・岐⾩本部) 福井 調 (東京・早稲⽥) 笠間 柊三 (愛知・愛知⼤学)

マッソギ 成年ライト級 男⼦ 向井 皓紫 (⼤阪・吹⽥) ⾦内 陸志 (岐⾩・岐⾩⼤学) 榊原 幸之助 (愛知・愛知⼤学)

マッソギ 成年ミドル級 男⼦ 河上 太⼀ (三重・三重⼤学) 品⽥ ⼤範 (愛知・尾張⼀宮) ⽵内 朱太 (東京・早稲⽥)

マッソギ 成年ライトヘビー級 男⼦ 杉本 ⼤樹 (愛知・愛知⼤学) 阿部 浩太 (岐⾩・岐⾩⼤学) ⾼井 陸⽃ (三重・三重⼤学)

マッソギ 成年ハイパー級 男⼦ 藤⽥ 悠雄 (愛知・安城) 辻久 颯⼤ (岐⾩・岐⾩⼤学) 坂 穣次 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ 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) 鈴⽊ 孝宏 (愛知・安城)

マッソギ シニア重量級 男⼦ ⼤⼭ 淳也 (愛知・尾張⼀宮) 野々垣 定紀 (愛知・尾張⼀宮) 村上 禅 (愛知・尾張⼀宮)

マッソギ ⼩学⽣以下マイクロ級 ⼥⼦ 助⽥ 有咲 (愛知・岡崎) 野々垣 湊桜 (愛知・尾張⼀宮)

マッソギ ⼩学⽣以下ミドル級 ⼥⼦ 村上 栞菜 (岐⾩・岐⾩東) 森⼝ 美織 (愛知・尾張⼀宮) 桐⼭ 愛梨 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ ⼩学⽣以下ヘビー級 ⼥⼦ 猪股 ほのか (愛知・岡崎) ⽵内 柚葉 (愛知・岡崎) 星野 悠⾐ (愛知・安城)

マッソギ ⼩学⽣以下ハイパー級 ⼥⼦ 横⼭ 莉⼦ (愛知・岡崎) ⽵内 華 (静岡・浜松) ⽵内 舞 (静岡・浜松)

マッソギ 中学⽣ライト級 ⼥⼦ 並河 ⾥奈 (岐⾩・岐⾩本部) 井上 くるみ (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ 中学⽣ミドル級 ⼥⼦ ⽵内 碧 (静岡・浜松) 栗⼭ 優⽉ (岐⾩・岐⾩本部) ⼋⽊ ひなた (愛知・岡崎)

マッソギ 中学⽣ヘビー級 ⼥⼦ 新⽥ ⽔澄 (岐⾩・岐⾩東) 丹⽻ 花 (愛知・岡崎) 横⼭ かりん (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ 成年マイクロ級 ⼥⼦ 安⽥ なごみ (愛知・愛知⼤学) 今泉 安⿇奈 (愛知・愛知⼤学) 前⽥ 智咲 (三重・三重⼤学)

マッソギ 成年ライト級 ⼥⼦ 佐藤 美⽻ (三重・三重⼤学) ⽯井 彩良 (静岡・浜松) 中島 ⾹織 (愛知・名⻄)

マッソギ 成年ミドル級 ⼥⼦ キムヘヒョン (愛知・愛知⼤学) 櫻井 穂乃⾹ (東京・早稲⽥)

マッソギ シニア ⼥⼦ 品⽥ 夏芽 (愛知・尾張⼀宮) 森⼝ 叔美 (愛知・尾張⼀宮) 清原 美映⼦ (東京・⽂京区)

優勝 準優勝 第3位


