
第15回全⽇本テコンドー選⼿権⼤会・第6回全⽇本ジュニアテコンドー選⼿権⼤会
開催⽇：2022年11⽉20⽇
場所：岐⾩メモリアルセンター 剣道場

カテゴリー
トゥル 初段 男⼦ ⼭⽥ 聖琉 (岐⾩・岐⾩本部) ⼋⽥ 銀琉 (岐⾩・岐⾩本部) 古澤 真世 (岐⾩・池⽥) 吉川 晴 (東京・新宿道場)

トゥル ⼆段 男⼦ 藤本 直⼈ (東京・早稲⽥) 久保 ⾶燕 (東京・光が丘) 滝沢 純平 (⼤阪・淀川) ⻑瀬 ⼤城 (愛知・尾張⼀宮)

トゥル 三・四段 男⼦ 坪井 功次 (岐⾩・池⽥) 宇⼭ 弘⾏ (⼤阪・住吉) 中⼭ 勝智 (⼤阪・淀川)

トゥル 初段 ⼥⼦ ⿃居 愛美 (愛知・安城) 永⽥ 若奈 (岐⾩・岐⾩本部) ⼭﨑 理央 (東京・六本⽊) 波多野 美胡⾳ (愛知・岡崎)

トゥル ⼆段 ⼥⼦ ⾼橋 実花 (愛知・岡崎) 有賀 優 (岐⾩・岐⾩本部) 清⽔ 有紗 (三重・津)

マッソギ マイクロ級 男⼦ 宇野 仁弥 (愛知・岡崎) ⼭⽥ 聖琉 (岐⾩・岐⾩本部) 坂本 翔瑠 (岐⾩・岐⾩南) 久保 ⾶燕 (東京・光が丘)

マッソギ ライト級 男⼦ 滝沢 純平 (⼤阪・淀川) ⼋⽥ 銀琉 (岐⾩・岐⾩本部) 藤本 直⼈ (東京・早稲⽥)

マッソギ ミドル級 男⼦ 阿部 晋 (東京・六本⽊) 宇⼭ 弘⾏ (⼤阪・住吉)

マッソギ ライトヘビー級 男⼦ 中⼭ 勝智 (⼤阪・淀川) ⽊下 勇弥 (愛知・尾張⼀宮)

マッソギ ヘビー級 男⼦ 野村 顕規 (愛知・岡崎) ⼭下 拓弥 (愛知・名⻄) 吉川 晴 (東京・新宿道場) ⼭本 幸夫 (⼤阪・吹⽥)

マッソギ マイクロ級 ⼥⼦ 有賀 優 (岐⾩・岐⾩本部) ⾼橋 実花 (愛知・岡崎) ⿃居 愛美 (愛知・安城) ⼭﨑 理央 (東京・六本⽊)

マッソギ ライト級 ⼥⼦ 野村 理沙⼦ (愛知・岡崎) ⼤沢 友菜 (東京・六本⽊) 久保 ⼩夏 (東京・光が丘) 中島 ⾹織 (愛知・名⻄)

トゥル Jr 男⼦ 広瀬 晏⼠ (岐⾩・岐⾩南) ⽔野 駈 (愛知・岡崎) 加藤 瑠伊 (岐⾩・岐⾩南) ⽥中 岳 (⼤阪・淀川)

トゥル Jr ⼥⼦ 加藤 ひより (岐⾩・岐⾩南) 久保 夏鈴 (東京・光が丘) 渡辺 萌⽣ (岐⾩・岐⾩本部) ⼭⽥ 彩愛 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ Jrマイクロ級 男⼦ ⾚澤 覇寿 (⼤阪・淀川) 川嶋 ⼀颯 (⼤阪・淀川) 桐⼭ ⼤駕 (岐⾩・岐⾩本部) 広瀬 稟空 (岐⾩・岐⾩南)

マッソギ Jrライト級 男⼦ 伊達 真吾 (岡⼭・岡⼭⽔島) 篠⽥ 流⼀ (岐⾩・⼤垣) 枝川 綾之介 (岐⾩・⼤垣) 柴⽥ 順⼀郎 (東京・板橋)

マッソギ Jrミドル級 男⼦ ⽊下 旺次郎 (愛知・岡崎) 萩原 唯⽃ (静岡・浜松) ⽥中 岳 (⼤阪・淀川) 加藤 瑠伊 (岐⾩・岐⾩南)

マッソギ Jrヘビー級 男⼦ ⼩松 夢宝 (⼤阪・吹⽥) 広瀬 晏⼠ (岐⾩・岐⾩南) ⽔野 駈 (愛知・岡崎) ⽚岡 拓海 (岐⾩・岐⾩本部)

マッソギ Jrハイパー級 男⼦ ⾚⽊ 将眞 (⼤阪・淀川) ⽵内 裕哉 (愛知・尾張⼀宮) 須和⽥ 壱弦 (東京・板橋) 藤井 律希 (⼤阪・淀川)

マッソギ Jrミドル級 ⼥⼦ 加藤 ひより (岐⾩・岐⾩南) 櫻井 珠喜 (岐⾩・岐⾩本部) 澤⽥ 采実 (岐⾩・岐⾩北)

マッソギ Jrヘビー級 ⼥⼦ ⼩松 真弥 (東京・光が丘) 久保 夏鈴 (東京・光が丘) 渡辺 萌⽣ (岐⾩・岐⾩本部)

カテゴリー
全⽇本選⼿権⼤会 ⾼橋 実花 （愛知・岡崎）

全⽇本ジュニア選⼿権⼤会 加藤 ひより （岐⾩・岐⾩南）

優勝 準優勝 第3位 第3位

MVP


