第６回 ＭＡＣジュニアカップ 支部交流試合 結果一覧
型の部
太極Ⅰ-A （10名）

優勝

栗原穂乃果 （茨城）

準優勝

有川空良（江戸川）

第３位

松田健伸（中山）

太極Ⅲ-A （12名）

優勝

甚吾田利玖 （江戸川）

準優勝

田中柊吏（埼玉中央）

第３位

福江雄一郎（埼玉西）

太極Ⅲ-B （12名）

優勝

原 駿 （中山）

準優勝

内田 隼（埼玉中央）

第３位

宍戸祐太（埼玉西）

平安Ⅰ-A （８名）

優勝

川瀬瑚子 （中山）

準優勝

福江美優羽（埼玉西）

第３位

平野可偉（江戸川）

平安Ⅰ-B （９名）

優勝

今野椋太 （埼玉中央）

準優勝

白石雅也（埼玉中央）

第３位

渡貫沙耶（中山）

平安Ⅱ （10名）

優勝

川瀬永遠 （中山）

準優勝

松浦大地（埼玉西）

第３位

大野慎ノ介（江戸川）

平安Ⅲ （６名）

優勝

本多善光 （江戸川）

準優勝

野村 仁（埼玉中央）

平安Ⅳ （４名）

優勝

矢部桃香（埼玉中央）

準優勝

小野竜弥（埼玉中央）

第３位 池田圭史朗（埼玉中央）

組手の部 幼児クラス （優勝者）
幼児（Ａ～Ｃ）優勝者

Ａ．土橋 咲（三鷹武蔵野）

Ｂ．吉利 律哉（三鷹武蔵野）

Ｃ．辻堂 太幹（中山）

組手の部 初心クラス男子 （優勝者）
初心１年（Ａ～Ｄ）優勝者

Ａ．吉利 光喜（三鷹武蔵野）

Ｂ．内井 康介（三鷹武蔵野）

Ｃ．増田 裕心（茨城）

初心２年（Ａ～Ｃ）優勝者

Ａ．椙山 久斗（茨城）

Ｂ．岡部 将大（三鷹武蔵野）

Ｃ．吉田 伊吹（宮前平）

初心３年（Ａ～Ｄ）優勝者

Ａ．森下 大陸（千葉）

Ｂ．鳥居 慶次朗（湘南）

Ｃ．鈴木 琉生（埼玉西）

初心４年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．石井 光太郎（埼玉西）

Ｂ．知場 修平（中山）

初心５年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．篙 千太郎（宮前平）

Ｂ．綾塚 右京（本部）

初心６年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．長谷 晃太郎（三鷹武蔵野）

Ｂ．大城ﾗﾏまさお（埼玉西）

Ｄ．山田 未来（三鷹武蔵野）
Ｄ．小林 樹生（宮前平）

組手の部 初級クラス男子 （優勝者）
初級１年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．和田 勇人（宮前平）

Ｂ．田中 慶士（埼玉中央）

初級２年（Ａ～Ｃ）優勝者

Ａ．甚吾田 利玖（江戸川）

Ｂ．菅原 健丞（江戸川）

初級３年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．横山 瑛音（仲町台）

Ｂ．筋野 拓実（埼玉西）

初級４年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．平岩 飛和（宮前平）

Ｂ．桑山 直人（宮前平）

初級５年（Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．濱崎 孝紀（埼玉西）

Ｂ．櫻田 弘征（宮前平）

初級６年 優勝者

Ａ．木口 翔吾（本部）

Ｃ．郷田 健友（江戸川）

組手の部 女子クラス （優勝者）
初心１年 優勝者

菅原 なつ（江戸川）

初級１年 優勝者

新井 那緒（江戸川）

２年 （Ａ～Ｂ）優勝者

Ａ．八木 優菜（埼玉西）

初心３年 優勝者

木村 奈央（千葉）

初級３年 優勝者

岩本 莉歩（仲町台）

初級４年 優勝者

八木 愛菜（埼玉西）

初級５・６年（Ａ～Ｂ） 優勝者 Ａ．関口 花音（三鷹武蔵野）
初中級５・６年 優勝者

Ｂ．針生 華苗（埼玉西）

Ｂ．栗原 明純（千葉）

大田 凪沙（埼玉西）

組手の部 初中級クラス （優勝～第３位）
初中級 1年生

優勝

初中級 ２年生

優勝

初中級 ３年生

優勝

山本 大翔（中山）

初中級 ４年生

優勝

鵜飼 輝（中山）

初中級 ５年生

優勝

羽生 匠吾（中山）

初中級 ６年生

優勝

松本 夢叶（中山）

準優勝 鈴木 陽斗（仲町台）

本多 功志（江戸川） 準優勝
準優勝

小菅 伶空（中山）
萩原 輝（茨城）

準優勝 多田 向佑（仲町台）

第３位

東 伊吹（本部）

第３位

奥冨 拳成（埼玉西）

第３位

加藤 悠大（本部）

第３位 深谷龍之介（江戸川） 第３位

平 俊生（仲町台）

第３位 茂木康志郎（江戸川） 敢闘賞 菅原 啓介（江戸川）

準優勝

蝦名 真人（中山）

第３位 清水翔太（埼玉中央） 第３位

米澤 蓮（中山）

茂木大志郎（江戸川） 準優勝

小原 裕輝（中山）

第３位

斉藤 亘希（江戸川）

第３位

岡澤 翼（本部）

小林 未来（埼玉西） 準優勝 岩本 真輝（仲町台） 第３位 徳本 裕貴（宮前平）

第３位

横田 奏明（湘南）

組手の部 中学生クラス （優勝～第３位）
中学生（男女混合）

優勝
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