
歴代優勝選手・表彰選手
FORMER CHAMPIONS・MVP

第 1回

10歳以下男子 畠山 成冴 10歳以下女子 向井 マリア MVP男子 畠山 成冴
12歳以下男子 平田 智輝 12歳以下女子 中嶌 瑞希 MVP女子 中嶌 瑞希
14歳以下男子 太田 裕人 14歳以下女子 原 菜美香
16歳以下男子 矢野 雄祐 16歳以下女子 加茂 亜佳音
18歳以下男子 手嶋 祐生 18歳以下女子 岩井 綾音

第 2回

10歳以下男子 堀江 亨 10歳以下女子 清水 星良 MVP男子 山口 輝
12歳以下男子 高木 修 12歳以下女子 向井 マリア MVP女子 岩井 綾音
14歳以下男子 橋本 大貴 14歳以下女子 山田 紗矢香
16歳以下男子 山口 輝 16歳以下女子 坂上 芙弥香
18歳以下男子 田中 宏典 18歳以下女子 岩井 綾音

第 3回

10歳以下男子 白石 光 10歳以下女子 永田 杏里 MVP男子 豊嶋 一樹
12歳以下男子 種市 竜也 12歳以下女子 臼井 沙耶 MVP女子 臼井 沙耶
14歳以下男子 山中 麟太朗 14歳以下女子 其田 桃子
16歳以下男子 岡本 弘暉 16歳以下女子 伊藤 遥
18歳以下男子 豊嶋 一樹 18歳以下女子 伊原 由希

第 4回

10歳以下男子 松下 龍馬 10歳以下女子 佐藤 南帆 MVP男子 松下 龍馬
12歳以下男子 田形 諒平 12歳以下女子 田中 李佳 MVP女子 田中 李佳
14歳以下男子 安増 篤史 14歳以下女子 臼井 沙耶
16歳以下男子 戸澤 陸 16歳以下女子 押野 紗穂
18歳以下男子 引野 雅功 18歳以下女子 臼井 佑奈

第 5回

10歳以下男子 木村 優希 10歳以下女子 檜垣 杏 MVP男子 引野 雅功
12歳以下男子 藤永 啓人 12歳以下女子 遠藤 由香莉 MVP女子 檜垣 杏
14歳以下男子 中村 天之丞 14歳以下女子 田中 彩純
16歳以下男子 市川 雄大 16歳以下女子 後藤 祐香
18歳以下男子 引野 雅功 18歳以下女子 鈴木 弘奈

第 6回

10歳以下男子 有本 響 10歳以下女子 大橋 麗美華 MVP男子 横山 蒼馬
12歳以下男子 横山 蒼馬 12歳以下女子 宮地 蘭 MVP女子 大橋 麗美華
14歳以下男子 清水 健二朗 14歳以下女子 塩谷 夏美
16歳以下男子 内田 渉 16歳以下女子 鈴木 春佳
18歳以下男子 和田 隼友 18歳以下女子 田中 彩純

第 7回

10歳以下男子 石井 尭乃進 10歳以下女子 アヤ 瑠笑夢 MVP男子 目黒 志和
12歳以下男子 飯泉 涼 12歳以下女子 梅國 莉咲子 MVP女子 田村 妃菜
14歳以下男子 横山 蒼馬 14歳以下女子 矢崎 梓紗
16歳以下男子 目黒 志和 16歳以下女子 田村 妃菜
18歳以下男子 小峰 祐輝 18歳以下女子 長束 実紀

第 8回

10歳以下男子 渡邉 拓己 10歳以下女子 神鳥 ひかる MVP男子 徳 航太
12歳以下男子 石井 尭乃進 12歳以下女子 李 静怡 MVP女子 西田 賀杏央
14歳以下男子 横山 蒼馬 14歳以下女子 大塚 美乃里
16歳以下男子 徳 航太 16歳以下女子 西田 賀杏央
18歳以下男子 甲賀 光 18歳以下女子 力石 優衣

第 9回

10歳以下男子 當仲 優樹 10歳以下女子 クロスリー真優 MVP男子 井上玄意 
12歳以下男子 伊藤 飛翔 12歳以下女子 駒田 光音 横山 蒼馬
14歳以下男子 井上 玄意 14歳以下女子 Berezov Anastasia ももこ MVP女子 クロスリー真優
16歳以下男子 横山 蒼馬 16歳以下女子 吉川 ひかる 駒田 光音
18歳以下男子 矢作 瑠維 18歳以下女子 舟橋 結

第 10 回

10歳以下男子 神山 宏正 10歳以下女子 梅國 莉音子 MVP男子 小田 哲秀
12歳以下男子 松岡 隼 12歳以下女子 大脇 結衣 MVP女子 前川 名月実
14歳以下男子 吉崎 隆成 14歳以下女子 森村 碧
16歳以下男子 岩田 幸太郎 16歳以下女子 青木 さち
18歳以下男子 小田 哲秀 18歳以下女子 前川 名月実

第 11 回

10歳以下男子 今井 力輝 10歳以下女子 市岡 梓奈 MVP男子 野坂 迅
12歳以下男子 木村 一翔 12歳以下女子 齋藤 咲良 MVP女子 前田 紋華
14歳以下男子 野坂 迅 14歳以下女子 阿出川 暖乃
16歳以下男子 堤 隆貴 16歳以下女子 松坂 珠代
18歳以下男子 遠藤 優介 18歳以下女子 前田 紋華




