２０１８年

土岐田杯ヨンソンテコンドー千葉オープン大会

【キョルギ試合結果】

≪最優秀賞≫MUN DONGJUN （韓国） ≪優秀賞≫前田 寿隆（大東文化大学）／市川 美亜 （榊原道場）
クラス

１位

２位

1

幼児

韓 嘉軼 （ヨンソン）

大枝 結菜 （尚志塾）

2

小／男子【低学年】初級A 渡邉 倖巳（炫武館）

3

小／男子【低学年】初級B

4
5
6
7

３位

栗林 晴人 （ヨンソン）

李 琳 （榊原道場）

大和 幸希（榊原道場）

福永 志安 （ヨンソン）

鈴木 誠士 （榊原道場）

韓 承志 （ヨンソン）

渡邉 威久（早稲田テコンドー）

山本 虎我 （憲守会）

小山 汰芽（榊原道場）

𠮷澤 泰成 （洪人館）

大岡 勇輝（炫武館）

櫻井 湊斗 （榊原道場）

金子 尚弘 （ヨンソン）

小／男子【中学年】初級

宮前 碧月（石岡道場）

李 隼 （早稲田テコンドー）

大宮 雄羽 （石岡道場）

JUNG SEUNGHWA （韓国） KIM WOOSEONG （韓国）

斉藤 和希 （ヨンソン）

郡司 優真 （榊原道場）

土肥 地加良（炫武館）

田守 蒼太 （ＩＣＴ）

渡邉 拓壬 （炫武館）

鈴木 嵐 （石岡道場）

梁 裕槇 （炫武館）

千田 翔琉 （かいじクラブ）

トゥムニマグナイ・トゥグルドゥル
金井 冴月 （無諦会）
（ヨンソン）

小／男子【低学年】初級・
野崎 竜之介（無諦会）
上級合同A
小／男子【低学年】初級・
七町 琥太朗（ヨンソン）
上級合同B
小／男子【低学年】初級・
米山 虎毅 （ＪＴＳ）
上級合同C

小／男子【中学年】初級・
上級合同A
小／男子【中学年】初級・
9
上級合同B
小／男子【中学年】初級・
10
上級合同C
8

３位

LEE DONGHUN（韓国）

五嶋 大輝 （炫武館）

トゥムニマグナイ・テムレン （ヨン
LEE DONGHEON（韓国）
ソン）

11 小／男子【高学年】初級A KIM HYUN （韓国）

佐藤 裕太 （炫武館）

赤羽 楽吉 （ＪＴＳ）

稗田 吾良太 （龍栄會）

12 小／男子【高学年】初級B 土肥 承和 （炫武館）

斉藤 健人 （ヨンソン）

KIM ILKWON（韓国）

向後 真人 （石岡道場）

13 小／男子【高学年】上級A 池田 弘喜（炫武館）

小林 海輝（榊原道場）

千脇 大睦 （ヨンソン）

木村 優永 （ヨンソン）

14 小／男子【高学年】上級B 市川 ジェイク （榊原道場）

須崎 金太郎（ヨンソン）

DIOUF MOUHAMADOU（榊
堂本 雄偉（石岡道場）
原道場）

布崎 姫真 （洪人館）

平井 瑠々花（榊原道場）

15

小／女子【低学年】初級・
杉尾 蘭 （ヨンソン）
上級合同A

16

小／女子【低学年】初級・
小林 花帆 （榊原道場）
上級合同B

村口 ソフィナ （炫武館）

田守 蘭 （ＩＣＴ）

久山 紗央 （尚志塾）

菅原 舞花 （炫武館）

髙橋 みりや （ＪＴＳ）

齋藤 梨麻 （ＪＴＳ）

新羅 礼奈（早稲田テコンドー）

１位

２位

３位

３位

18 小／女子【中学年】上級

田中 咲妃 （榊原道場）

芹澤 美佳 （炫武館）

河田 綸 （ヨンソン）

佐藤 妃那子 （洪人館）

19 小／女子【高学年】初級

中川 美希 （榊原道場）

加藤 愛梨 （ＪＴＳ）

20 中学生男子【初級】 A

佐藤 朝陽 （龍栄會）

河田 仁 （ヨンソン）

森 春翔 （ヨンソン）

望月 将吾 （炫武館）

21 中学生男子【初級】 B

柳 宗幸（ＪＴＳ）

KIM SOOHO （韓国）

LIM HONGGU （韓国）

22 中学生男子【上級】A

大岡 歩夢 （炫武館）

涌井 千寛（士衛塾新潟）

芹澤 拓磨 （炫武館）

田中 湧大 （榊原道場）

23 中学生男子【上級】B

須田 大和ト（相原道場）

嶋内 楓 （ヨンソン）

千脇 登耀 （ヨンソン）

福井 丈慈 （ヨンソン）

24 中学生女子【上級】

市川 美亜 （榊原道場）

岡崎 陽向 （相原道場）

野坂 知世 （炫武館）

田中 舞穂 （炫武館）

25 高校生男子【上級】

福井 丈慈 （ヨンソン）

HO JONGWON （韓国）

KIM HYOWON （韓国）

26 一般男子【初級】-58kg級 山田 聖也 （明治大学）

柴崎 大志 （明治大学）

アハマド アルリヤミ （憲守会）

坂井 和磨 （明治大学）

27 一般男子【初級】-68kg級 山崎 秀樹（JTS）

於曽能 卓 （明治大学）

齋藤 由雅 （深川高校）

樋口 義隆 （明治大学）

28 一般男子【初級】-80kg級 前澤 夏樹 （明治大学）

武田 臨 （明治大学）

寺﨑 暖 （明治大学）

前多 裕也 （ヨンソン）

29 一般男子【初級】+80kg級 楠本 多聞 （ヨンソン）

伊藤 元 （明治大学）

萩原 秀俊 （明治大学）

30 一般男子【上級】-58kg級 前田 寿隆（大東文化大学）

猪飼 令央 （仙台大学）

東島 星夜 （ヨンソン）

永松 進之介 （炫武館）

31 一般男子【上級】-68kg級 MUN DONGJUN （韓国）

KIM DONGJU（韓国）

NA WOOSANG （韓国）

YUN BUMSANG （韓国）

32 一般男子【上級】-80kg級 石井 洋平 （ヨンソン）

鈴木 慶太 （炫武館）

山中 洋次郎 （明治大学）

RICKY PHONGTHAI （Boｍb
‘s道場）

17 小／女子【中学年】初級
クラス

33

一 般 男 子 【 上 級 】 +80kg
LEE CHANYAN（韓国）
級

34 一般女子【初級】-49kg級 山崎 成穂（明治大学）

志村 日菜子 （明治大学）

近藤 樹 （明治大学）

35 一般女子【初級】-57kg級 草苅 咲季 （明治大学）

大里 凜 （明治大学）

田守 陽子 （ＩＣＴ）

36 一般女子【上級】-49kg級 村上 智蓮（仙台大学）

村上 智奈 （炫武館）

岸田 留佳 （大東文化大学）

緒方 紅音 （明治大学）

37 一般女子【上級】-57kg級 石井 佑佳 （大東文化大学）

和田 璃子 （大東文化大学）

神近 塔子 （大東文化大学）

中村 藍子 （大東文化大学）

38 男子シニアA

羽田 大斗 （浅草道場）

森田 尚樹 （ＪＴＳ）

伊藤 善晃 （ヨンソン）

山内 淳（ＪＴＳ）

39 男子シニアB

栗林 直樹 （ヨンソン）

池田 重丸 （榊原道場）

関根 孝太郎 （ＪＴＳ）

青野 宏紀 （Boｍb‘s道場）

40 男子マスターA

三島 隆巳知（浅草道場）

吉川 伸大 （ＩＣＴ）

浅井 友宏 （浅草道場）

木野 武之 （無諦会）

41 男子マスターB

中川 慶太 （榊原道場）

島崎 宗巌 （ヨンソン）

須貝 寧々 （明治大学）

