
優勝 吉田　敦 ONE長崎　鳴見台支部
準優勝 齋藤　俊介 長崎県協会　大浦支部
３位 岡本　留佳 佐賀県協会
３位 野田　雄生 佐賀県協会

優勝 山田　周直 佐賀県協会
準優勝 近藤　佑亮 飛燕会長崎
３位 鎌田　紘夢 ONE長崎　高田支部

優勝 山田　陸 佐賀県協会
準優勝 長谷川　季瑠 宮崎県協会
３位 川原　宙大 佐賀県協会

優勝 徳島　悠生 佐賀県協会
準優勝 加藤　太一 福岡県協会　創真館
３位 山田　雄大 佐賀県協会
３位 中村　優志 佐賀県協会

優勝 山崎　智仁 長崎県協会　大浦支部
準優勝 住　大翔 熊本県協会
３位 岡本　尚之 福岡県協会　創真館
３位 吉安　顕人 福岡県協会　創真館

優勝 石丸　舞幸 佐賀県協会
準優勝 山崎　初華 大分県協会

優勝 岩谷　智華子 長崎県協会　諫早支部
準優勝 清島　希蘭々 ONE長崎　畝刈支部
３位 神近　葵子 長崎県協会　大浦支部

優勝 松本　滉晟 ONE長崎　畝刈支部
準優勝 出口　恭平 長崎県協会　大浦支部
３位 寺平　勇希 長崎県協会　大浦支部
３位 川口　晃汰 ONE長崎　西彼支部

優勝 吾妻　勇之進 ONE長崎　高田支部
準優勝 中村　祐哉 ONE長崎　福田支部
３位 西田　理生 ONE長崎　西彼支部

優勝 吾妻　勇之進 ONE長崎　高田支部
準優勝 中村　祐哉 ONE長崎　福田支部
３位 西田　理生 ONE長崎　西彼支部

優勝 山田　秀人 ONE長崎　高田支部
準優勝 田之上　真一郎 宮崎県協会
３位 木屋　隆リュウ元 ONE長崎　緑ヶ丘支部
３位 川口　隆生 ONE長崎　西彼支部

ONE OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2010

◆リトルＪｒ女子、上級　フェザー級

◆ヤングＪｒ男子、初級　ライトフィン級

◆ヤングＪｒ男子、初級　フィン級

◆ヤングＪｒ男子、初級　フィン級

◆ヤングＪｒ男子、初級　ライトフライ・フライ級統

◆幼児の部（男女統合）

◆リトルＪｒ男子、初級　フィン級

◆リトルＪｒ男子、初級　フライ・バンタム級統合

◆リトルＪｒ男子、初級　フェザー級

◆リトルＪｒ男子、初級　ライト級以上統合

◆リトルＪｒ女子、初級　フライ級



優勝 佐藤　隆憲 静岡県協会キョウカイ
準優勝 江熊クマ　湧 ONE長崎　福田支部
３位 本村　紘河ガ ONE長崎　日見支部シブ
３位 川口　碧斗ト ONE長崎　高田支部

優勝 西田　裕 ONE長崎　西彼支部
準優勝 宮澤　辰 ONE長崎　高田支部
３位 野辺　英之 宮崎県協会

優勝 長谷川　隼耶 宮崎県協会
準優勝 岩永　隼弥 長崎県協会　大浦支部
３位 園田　涼矢 佐賀県ケン協会
３位 矢野　綺音 大分県協会

優勝 永坂　吏羅 宮崎県協会
準優勝 森永　修斗 熊本県協会
３位 原嶋　睦月 福岡県協会　創真館
３位 長谷川　晃暉 宮崎県協会

優勝 池田　駿 長崎県協会　大浦支部
準優勝 青栁　陽太タ 長崎県協会　大浦支部
３位 廣田　龍信 熊本県協会
３位 奥村　亮太 ONE長崎　畝刈カリ支部

優勝 成願　斗麻 大阪府協会
準優勝 松永　佳己 長崎県協会　大浦支部
３位 藏田　悠杜 大分県協会
３位 清島　空 ONE長崎　畝刈カリ支部

優勝 中西　一将ショウ 熊本県協会
準優勝 蓑田　大輝 福岡県協会　創真館
３位 田中　成達タツ 福岡県協会　仲原会
３位 山田　真生 佐賀県ケン協会

優勝 松本　海七シチ ONE長崎　畝刈カリ支部
準優勝 上原　みなみ 佐賀県ケン協会
３位 井上　真洸アキラ ONE長崎　鳴見台支部

優勝 山本　悠菜 熊本県協会
準優勝 谷口　瀬里奈 ONE長崎　高田支部
３位 岩谷　蓮美 長崎県協会　諫早支部
３位 古賀　明花 佐賀県ケン協会

優勝 吉長　咲花ハナ ONE長崎　畝刈カリ支部
準優勝 古賀　千智 ONE長崎　高田支部
３位 酒井　花菜 佐賀県ケン協会
３位 齋藤　萌 長崎県協会　大浦支部

優勝 神近　塔子コ 長崎県協会　大浦支部
準優勝 平林　霞 長崎県協会　小島支部
３位 米田　優 熊本県協会

◆ヤングＪｒ女子、初級　ライトフィン級

◆ヤングＪｒ女子、初級　ライトフライ・フライ級統

◆ヤングＪｒ女子、初級　フェザー級以上統合

◆ヤングＪｒ女子、上級　統合級

◆ヤングＪｒ男子、初級　ライトウェルター・ウェル

◆ヤングＪｒ男子、上級　ライトフィン級

◆ヤングＪｒ男子、上級　ライトフライ・フライ級統

◆ヤングＪｒ男子、上級　バンタム級

◆ヤングＪｒ男子、上級　フェザー・ライト級

◆ヤングＪｒ男子、上級　ライトウェルター級以上

◆ヤングＪｒ男子、初級　バンタム級



優勝 櫻井　啓裕 大阪府協会
準優勝 成願　力斗 大阪府協会
３位 大谷　颯 兵庫県協会
３位 山崎　省吾 長崎県協会　大浦支部

優勝 髙梨　宏貴 静岡県協会
準優勝 野口　政次郎 佐賀県協会
３位 高羽　力也 佐賀県協会
３位 浅野　聖也ヤ 福岡県協会　仲原会

◆中学生女子、上級
統合級
優勝 西村　真利愛 熊本県協会
準優勝 谷　夏季 ONE長崎　鳴見台支部
３位 寺岡　郁美 福岡県協会　創真館
３位 中西　美有 熊本県協会

優勝 近藤　宏樹 長崎県協会　長崎大学
準優勝 伊藤　宥輝 長崎県協会　長崎大学
３位 宮城　匡弘 愛媛県協会
３位 北谷　彰士郎 大分県協会

優勝 松本　桂 大阪府協会
準優勝 福森　大起 大分県協会
３位 中村　剛志 宮崎県協会
３位 大山　真志 ONE長崎　高田支部

優勝 清水　光 大分県協会
準優勝 酒井　良輔 大分県協会
３位 山口　翔大 宮崎県協会

優勝 山中　佳樹 宮崎県協会
準優勝 吉田　展明メイ 大分県協会
３位 衛本　翔 大分県協会

優勝 粟田　悠太郎 宮崎県協会
準優勝 吾妻　幸之介 ONE長崎　高田支部
３位 吉武　和希 福岡県協会　仲原会
３位 西川　隆弘 熊本県協会

優勝 多良　慎介 ONE長崎　横尾支部
準優勝 扇　圭佑 福岡県協会　創真館
３位 飯塚　達也 長崎県協会　長崎大学
３位 永松　将弥 大分県協会

優勝 永坂　玲央 宮崎県協会
準優勝 飯田　拓也 大分県協会
３位 濱田　康弘 佐賀県協会
３位 矢野祥二郎 大分県協会

優勝 山下　大貴 大阪府協会
準優勝 黒江　博史 福岡県協会　創真館
３位 南　弘明 大分県協会

◆一般女子、初級　統
合級
優勝 Tren Quynh Treng 大分県協会
準優勝 吾妻　枝里香 ONE長崎　高田支部
３位 秀島　縁 長崎県協会　上長与支部
３位 河野　由紀 大分県協会

◆一般男子、上級　－６３ｋｇ・－６８ｋｇ級統合

◆一般男子、上級　－７４ｋｇ級以上統合

◆一般男子、初級　－５４ｋｇ級

◆一般男子、初級　－５８ｋｇ級

◆一般男子、初級　－６３ｋｇ級

◆一般男子、初級　－６８ｋｇ・７４ｋｇ級統合

◆一般男子、上級　－５４ｋｇ級

◆一般男子、上級　－５８ｋｇ級

◆中学生男子、上級　フィン級

◆中学生男子、上級　フライ・バンタム級統合



優勝 長野　聖子 大分県協会
準優勝 冨安　美絵子 佐賀県協会
３位 大谷　侑路 兵庫県協会
３位 越智　文フミ郁 ONE長崎　畝刈カリ支部

優勝 瀬尾　莉子 ONE本部
準優勝 濱田　真由 佐賀県協会
３位 扇　絵里 福岡県協会　創真館
３位 濱崎　千尋 大分県協会

優勝 小宮　年勝 宮崎県協会
準優勝 冴場　竜 愛媛県協会
３位 佐々木　直之 大阪府協会

優勝 伊豫田　弥生 長崎県協会　上長与ナガヨ支部

準優勝 米田　明子 ONE長崎　緑ヶ丘支部
３位 岡崎　由恵 愛媛県協会

永坂　玲央 宮崎県協会 最優秀選手賞（男子）
瀬尾　莉子 ONE本部 最優秀選手賞（女子）

髙梨　宏貴 静岡県協会 技能賞

長野　聖子 大分県協会 殊勲賞

粟田　悠太郎 宮崎県協会 敢闘賞
多良　慎介 ONE長崎　横尾支部 敢闘賞
Tren Quynh Treng 大分県協会 敢闘賞
西村　真利愛 熊本県協会 敢闘賞
櫻井　啓裕 大阪府協会 敢闘賞
大谷　颯 兵庫県協会 敢闘賞
池田　駿 長崎県協会　大浦支部 敢闘賞
園田　涼矢 佐賀県ケン協会 敢闘賞
岡崎　由恵 愛媛県協会 敢闘賞
花田　朋仁 福岡県協会　仲原会 敢闘賞

３位
長大チェリー隊
田中健士朗・飯塚達也・伊藤宥輝・近藤宏樹・
張本修平

長崎県協会　長崎大学

優勝
一か八かＭｉｙａｚａｋｉ
粟田悠太郎・濱田真吾・永坂玲央・青原健太・
小宮年勝

宮崎県協会

準優勝
中津からあげ
濱崎弘平・飯田拓也・永松将弥・矢野祥二郎・
南弘明

大分県協会

３位
ドラゴン　ファイブ５
蓑田大輝・今村圭吾・寺岡祐希・原嶋睦月・
岡本尚之

福岡県協会　創真館

◆団体戦（一般上級）

長崎県協会　大浦支部

準優勝
やりますがな
川口碧斗・松本海七・清島空・奥村亮太・
吉長咲花

ONE長崎

◆団体戦（小学生高学年）

優勝
池　田　道　場
水谷海斗・岩永隼弥・松永佳己・池田駿・
神近塔子

◆アダルト男子

◆アダルト女子

◆一般女子、上級　－５３ｋｇ級以上統合

◆一般女子、上級　－４６ｋｇ・－４９ｋｇ級統合


