
9:15

9:45

10:00

Aコート Bコート

【型】　少年部　男子白帯　小学生以下 【型】 中学生　　男子

【型】 少年部　黄帯　小学2年生以下 【型】 中学生　　女子

【型】 少年部　黄帯　小学3年生以上 【型】 成年部　男子　Ⅱ部 

【型】 少年部　緑帯　小学3生以下 【型】 成年部　女子　Ⅱ部

【型】 少年部　緑帯　小学4生以上 【型】 成年部　　Ⅰ部 

【型】 少年部　青帯　小学生以下 【型】 成年部　男子　二段

12:00

12:30 【組手】 少年部　男子　ライト級　小学生以下 【組手】 シニア　男子　軽量級 

【組手】 少年部　女子　ライト級　小学生以下 【組手】 シニア　男子　重量級

【組手】 少年部　男子  ミドル級　小学生以下 【組手】 成年Ⅱ部　男子　マイクロ級

【組手】 少年部　女子　ミドル級　小学生以下 【組手】 成年Ⅱ部　男子　ライト級 

【組手】 少年部　男子　ヘビー級　小学生以下 【組手】 成年Ⅱ部　男子　ライトヘビー級

【組手】 少年部　女子　ハイパー級　小学生以下 【組手】 成年部　女子　マイクロ級

【組手】 少年部　男子　ハイパー級　小学生以下 【組手】 成年部　女子　ライト級

【組手】 中学生　男子　軽量級 【組手】 成年Ⅰ部　男子　ハイパー級

【組手】 中学生　男子　重量級 【組手】 成年Ⅰ部　男子　ライトヘビー級

【組手】 中学生　女子　軽量級 【組手】 成年Ⅰ部　男子　ライト級

【組手】 中学生　女子　重量級

14:30

15:00

第20回 愛知県テコンドー選手権大会

【日時】 ２０２３年０２月１９日（日）　

【場所】 いちのみや中央プラザ体育館　尾西信金アリーナ（全面）

【出場者】 103名

タイムスケジュールはあくまで予定となっております。
試合の進み具合によって前後する可能性がございますのでご了承下さい

【タイムスケジュール】

受付開始

開会式

　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　　　　　　　　　　　　　

解散

試合開始

閉　会　式



【型】少年部〜中学⽣

上／赤コーナー 上／赤コーナー
3 下／⻘コーナー 3 下／⻘コーナー

1 1

6 6

2 2

4 3位決定戦 4 3位決定戦

5 5

上／赤コーナー 上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー 2 下／⻘コーナー

5 5
1 1

3 3位決定戦 3 3位決定戦

4 4

上／赤コーナー 上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー 4 下／⻘コーナー

1
6

1 7

3 2

9 5

4 3 3位決定戦

7 6

5 3位決定戦

8

上／赤コーナー
3 下／⻘コーナー

1

6

2

4 3位決定戦

5

上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー

6
1

3

9

4

7

5 3位決定戦

8

【型】 中学⽣  ⼥⼦

(岐阜・岐阜本部) 山田 彩愛

(愛知・尾張一宮) 福原 紗奈

(岐阜・岐阜本部) 村瀬 大和

(愛知・尾張一宮) 森口 美織

(愛知・安城) 北野 煌季

(愛知・安城) 坂田 羅⾐灯

(愛知・尾張一宮) 間宮 颯士

【型】 少年部 緑帯 ⼩学3年⽣以下

(愛知・尾張一宮) 野々垣 怜雅

(愛知・岡崎) 竹内 環太

(愛知・安城) 清⽔ 琉加

(愛知・尾張一宮) 佐野 陽斗

(愛知・安城) 坂田 瀧稀斗

(愛知・尾張一宮) 上田 啓介

【型】　少年部　男⼦　⽩帯　⼩学⽣以下

(愛知・尾張一宮) 眞野 充生

(岐阜・岐阜東) 粥川  翔馬

(岐阜・岐阜北) 辻 慎徒

【型】 少年部 ⻩帯 ⼩学3年⽣以上

(岐阜・岐阜本部) 朝倉 莉乃

(岐阜・岐阜北) 辻 匠真

(岐阜・岐阜東) 粥川 龍世

(愛知・尾張一宮) 野々垣 湊桜

【型】 少年部 ⻩帯 ⼩学2年⽣以下

(岐阜・岐阜東) ⾦  ミンソン

(岐阜・岐阜北) 上山 奈義

(岐阜・大垣) 窪田 葵空

(愛知・尾張一宮) 遠藤 理⼈

(岐阜・岐阜本部) 前田 琥生

新田 輝

【型】 少年部 ⻘帯 ⼩学⽣以下

(岐阜・大垣) 枝川 綾之介

【型】 中学⽣  男⼦

(岐阜・岐阜北) 澤田 侑和

(岐阜・岐阜東) 吉田 有翔

(岐阜・大垣) 藤澤 空彌

澤田 采実

(愛知・岡崎) 横山 莉子

(岐阜・岐阜本部) 清⽔  ⾥⾂⼈

杉本 琥太郎

(愛知・安城) 柴田 悠吏

(愛知・尾張一宮) 寺田 陽真

(岐阜・大垣)

(岐阜・岐阜北)

(岐阜・岐阜東)

(岐阜・岐阜本部) 渡辺萌生

(岐阜・岐阜北) 大脇 伊純

(岐阜・岐阜本部) 渡邉 藍

(岐阜・岐阜本部) 栗山 優⽉

(愛知・尾張一宮) 柳 ジュン

(岐阜・大垣) 鈴⽊ ⾠乃亮

八田 凪々香

(愛知・尾張一宮) 柳 ハヌル

(岐阜・岐阜北) 阿部 蒼平

(岐阜・岐阜本部) 前田 莉玖

(愛知・尾張一宮) 大山 楓⼈

(愛知・岡崎) 丹⽻ 花

(愛知・安城) 柴田 采璃

(愛知・尾張一宮) 野々垣 澪桜

【型】 少年部 緑帯 ⼩学4年⽣以上

(岐阜・大垣) 篠崎 瑛仁

(岐阜・岐阜本部) 緒方 愛徒

(大阪・淀川) 松柴 漣太朗

(岐阜・岐阜本部)



【型】成年部

上／赤コーナー 上／赤コーナー
6 下／⻘コーナー 5 下／⻘コーナー

1 1

10 9

2 2

7 6

3 12
13

7

8 3

4 10

11 4

5 8 3位決定戦

9 3位決定戦 11
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上／赤コーナー 上／赤コーナー
3 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

2
7

1

4

10

5

2
8

6 3位決定戦

9

(愛知・愛知大学)

(愛知・尾張一宮) 野々垣 定紀

綱島 光希

【型】 成年部 男⼦ Ⅱ部

(岐阜・岐阜大学) ⾦内 陸志

(愛知・安城) 村松 良祐

(愛知・愛知大学) 勝又 千温

(岐阜・岐阜大学) 辻久 颯大

【型】 成年部 ⼥⼦ Ⅱ部

(岐阜・岐阜東) 松井 もえ

(愛知・愛知大学) 梅田 あかり

野澤 正之介

(愛知・安城)

(愛知・安城) 北野 智和

(愛知・愛知大学) 加藤 洸平

(愛知・尾張一宮) 遠藤 王春

(三重・三重大学) 十島 昂志

藤田 悠雄

(愛知・愛知大学)

(愛知・尾張一宮) 品田 大範

二宮 規世和

(愛知・稲沢)
ヴィラヌーバ
フェリックス

(愛知・岡崎) 福岡 侑季

(愛知・尾張一宮) 森口 叔美

(岐阜・岐阜本部)

(愛知・安城)

(岐阜・池田)

(愛知・名⻄)

(岐阜・岐阜本部)

(愛知・愛知大学) 安田 なごみ

(愛知・安城) 坂田 瑞希

(愛知・愛知大学) 向井 ひかり

(愛知・岡崎) 平河 奈桜

(愛知・愛知大学) 向井 あかり

(三重・三重大学) 佐藤 美⽻

⻄尾 晟一

【型】 成年部  Ⅰ部

【型】 成年部 男⼦ ⼆段

(岐阜・岐阜本部) ⻄尾 太我

(岐阜・岐阜本部) 稲垣 吉将

山下 拓弥

(愛知・安城) 稲葉 涼

(岐阜・岐阜本部) ⻄尾 一冴

古澤 真世

(岐阜・岐阜本部) 前田 明宏

(愛知・安城) 二反田 直己

田中 輝之

(岐阜・岐阜本部) 山﨑 佑典

(愛知・安城) 鳥居 愛美

山田 聖琉

(岐阜・アクア)



【組手】男⼦

上／赤コーナー 上／赤コーナー
1 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

4

2 3位決定戦 2

3

上／赤コーナー 上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

4
6

1 2 3位決定戦

3 3

9

4
上／赤コーナー

7 2 下／⻘コーナー

5 3位決定戦
5

8 1

3 3位決定戦

4

上／赤コーナー 上／赤コーナー
3 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

1 4

6 2 3位決定戦

2 3

4 3位決定戦

5

上／赤コーナー 上／赤コーナー
1 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

2 2

上／赤コーナー
1 下／⻘コーナー

左／赤コーナー
右／⻘コーナー

2

上／赤コーナー 上／赤コーナー
1 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

4

2 2 3位決定戦

3

上／赤コーナー
4 下／⻘コーナー

1

7

2

5

3 3位決定戦

6

(愛知・愛知大学) 野澤正之介

【組手】 シニア 男⼦ 重量級

辻久 颯大

(愛知・尾張一宮) 遠藤 王春

(愛知・岡崎) 日比野 遼平

(岐阜・池田) 古澤 真世

(愛知・愛知大学) 加藤 洸平

【組手】 少年部 男⼦ ヘビー級 ⼩学⽣以下
(愛知・安城) 坂田 瀧稀斗

(岐阜・岐阜大学) ⾦内 陸志

(愛知・名城大学)

(愛知・安城) 北野 智和

(愛知・尾張一宮) 福原 啓司

(愛知・名⻄) 中平 一隆

(愛知・安城) 田中 輝之

(愛知・尾張一宮) 岡田 正博

(愛知・岡崎) 野村 顕規

(愛知・尾張一宮) 野々垣 定紀

山﨑 佑典

(岐阜・岐阜本部) 前田 琥生 (愛知・愛知大学) 中島拓海

(岐阜・岐阜本部) 村瀬 大和

(愛知・安城) 柴田 悠吏

(愛知・安城) 坂田 羅⾐灯

【組手】 中学⽣ 男⼦ 軽量級
(岐阜・大垣) 藤澤 空彌 (岐阜・大垣) 枝川 綾之介

【組手】 成年Ⅰ部 男⼦ ハイパー級
(岐阜・岐阜大学)

【組手】 少年部 男⼦ ライト級 ⼩学⽣以下 【組手】 成年Ⅱ部 男⼦ マイクロ級
(愛知・尾張一宮) 柳 ジュン (愛知・愛知大学) 橋本清⻑

(岐阜・大垣) 杉本 琥太郎
【組手】 少年部 男⼦ ハイパー級 ⼩学⽣以下

(岐阜・岐阜北) 阿部 蒼平

(岐阜・岐阜本部) 清⽔ ⾥⾂⼈

(大阪・淀川) 松柴 漣太朗

(愛知・尾張一宮) 大山 楓⼈

(愛知・尾張一宮) 福原 隆太

(愛知・岡崎) 竹内 環太

呉 振宇

(愛知・愛知大学)

【組手】 成年Ⅱ部 男⼦ ライト級

(愛知・安城) 清⽔ 琉加

(愛知・尾張一宮) 寺田 陽真

(愛知・安城) 北野 煌季

(岐阜・岐阜本部) 前田 莉玖

(愛知・尾張一宮) 野々垣 怜雅

(岐阜・大垣) 篠崎 瑛仁

【組手】 少年部 男⼦  ミドル級 ⼩学⽣以下
(岐阜・岐阜本部) 緒方 愛徒

(愛知・尾張一宮) 間宮 颯士

(岐阜・大垣) 鈴⽊ ⾠乃亮

(愛知・名城大学) 山本 怜生

(愛知・尾張一宮) 品田 大範

(愛知・愛知大学) 綱島 光希

(三重・三重大学) 十島 昂志

【組手】 成年Ⅰ部 男⼦ ライト級

勝又 千温

【組手】 成年Ⅱ部 男⼦ ライトヘビー級

(愛知・安城) 稲葉 涼

(愛知・稲沢)
ヴィラヌーバ
フェリックス

(岐阜・岐阜東) 吉田 有翔

(愛知・名⻄) 山下 拓弥

(愛知・安城) 村松 良祐

(岐阜・岐阜本部)

(岐阜・岐阜本部) 稲垣 吉将

【組手】 成年Ⅰ部 男⼦ ライトヘビー級

(岐阜・岐阜本部) ⻄尾 太我

(岐阜・岐阜本部) ⻄尾 一冴

1

(愛知・安城) 藤田 悠雄

【組手】 中学⽣ 男⼦ 重量級
(岐阜・岐阜北) 澤田 侑和

(岐阜・岐阜東) 新田  輝

【組手】 シニア 男⼦ 軽量級
(愛知・安城) 二反田 直己

(岐阜・岐阜本部) 前田 明宏



【組手】⼥⼦

上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー

左／赤コーナー
右／⻘コーナー

6
1

3

9

4
上／赤コーナー

1 下／⻘コーナー 7

5 3位決定戦

2 8

上／赤コーナー 上／赤コーナー
1 下／⻘コーナー 1 下／⻘コーナー

2 2

左／赤コーナー
右／⻘コーナー

上／赤コーナー
2 下／⻘コーナー

5
1

3 3位決定戦

4

(愛知・尾張一宮) 野々垣 澪桜

【組手】 少年部 ⼥⼦ ハイパー級 ⼩学⽣以下

(岐阜・岐阜本部) 朝倉 莉乃

(愛知・岡崎) 横山 莉子

(岐阜・岐阜本部) 八田 凪々香

(岐阜・岐阜北) 澤田 采実

【組手】 少年部 ⼥⼦ ライト級 ⼩学⽣以下 【組手】 成年部 ⼥⼦ マイクロ級
(愛知・尾張一宮) 野々垣 湊桜 1 (岐阜・大垣) 窪田 葵空 (愛知・安城) 鳥居 愛美

(愛知・安城) 坂田 瑞希

(愛知・岡崎) 福岡 侑季

(愛知・愛知大学) 梅田 あかり

(岐阜・岐阜本部) 渡辺 萌生

(愛知・安城) 柴田 采璃

【組手】 中学⽣ ⼥⼦ 重量級
(岐阜・岐阜本部) 栗山 優⽉

(愛知・岡崎) 丹 ⽻花

(岐阜・岐阜本部) 山田 彩愛

【組手】 少年部 ⼥⼦ ミドル級 ⼩学⽣以下
(愛知・尾張一宮) 森口 美織

(愛知・愛知大学) 向井 あかり

(愛知・愛知大学) 向井 ひかり

(静岡・浜松) ⽯井 彩良

(愛知・岡崎) 平河 奈桜

(愛知・愛知大学) 安田 なごみ

【組手】 成年部 ⼥⼦ ライト級
(岐阜・岐阜東) 松井 もえ

(愛知・尾張一宮) 福原 沙希子

(三重・三重大学) 佐藤 美⽻

【組手】 中学⽣ ⼥⼦ 軽量級
(岐阜・岐阜北) 大脇 伊純 1 (岐阜・岐阜本部) 渡邉 藍


