
部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユース2男子シングル部門
殿下	拓海
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

青山	歩樹 道谷	龍 樹神	拓弥

ユース2女子シングル部門
北爪	凜々
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

増田	りさこ 大島	瑞姫 澁谷	美月

ユース2トリオ部門
浜田	陽菜／増田	かをり／増田	りさ
こ
（文部科学大臣賞状）

相澤	未来／川崎	千晴／小玉	紗矢香 岡野	友香／澁谷	美月／田沼	初音 殿下	拓海／谷	夏見／東	真衣

ユース2グループ部門
北爪	凜々／加藤	かえで／大島	瑞姫
／小俣	悠里／相澤	未来

浜田	陽菜／河合	蒼生／田沼	初音／
増田	りさこ／増田	かをり

市川 陽菜／伊藤 裕希／竹下 菜々
／野畑 夏鈴メリーナ／松井 涼香

ユース1男子シングル部門 河合	翔 萩本	祥陽 松尾	駿 杉本	知優

ユース1女子シングル部門 金子	実楓 福本	理絵 矢羽々	朱梨 宮島	果音

ユース1トリオ部門 河合	翔／宮島	果音／濱野	優一 齋藤	栞／中谷	祈粋／福本	理絵 齋藤	蓮／櫻間	ゆい／武元	凜花 中川	未由希／藤原	愛梨／南	涼香

ユース1グループ部門
宗村	陽菜／金子	実楓／川路	莉奈／
田中	柚希／矢羽々	朱梨

沼尻	怜馬／濱野	優一／落合	結／栗
原	結衣／𠮷森	優菜

井上	明音／金丸	佳可／小浦	絵美
里／西田	理子／東	祐衣

ジュニアトリオ部門 石橋	聡汰／大坪	愛果／下村	快夏 海原	百花／塩飽	菜々花／間野	萌花
吉本	悠太郎／眞中	優里杏／伊久
爾子

黒田	七菜／高柳	汐里／高柳	光希

ジュニア・ユースチーム部門 チームヒーローズ Fine	Max スタジオウエマツ選手コース

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユース2男子シングル部門
山下	正紘
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

船岡	涼 河本	陽太 樹神	拓弥

ユース2女子シングル部門
古京	祐佳
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

萩本	麻耶 小俣	悠里 谷本	七海

ユース2トリオ部門
杉岡	雅／谷本	七海／寺岡	李恵
（文部科学大臣賞状）

岡野	友香／浜田	陽菜／増田	かをり 岡田	早代／河合	蒼生／田沼	初音 岩田	愛莉／田崎	妃菜／古京	祐佳

ユース2グループ部門
北爪	凛々／小玉	紗矢香／萩本	麻耶
／小俣	悠里／川崎	千晴

杉岡	雅／寺岡	李恵／谷本	七海／安
井	梨沙／徳田	日南

岡田	早代／岡野	真依／河合	蒼生
／田沼	初音／岡野	友香

ユース1男子シングル部門 河合	翔 濱野	優一 殿下	拓海 青山	歩樹

ユース1女子シングル部門 増田	りさこ 守田	栞捺 宮島	果音 亀淵	友葵

ユース1トリオ部門 守田	栞捺／安井	美有／安井	友里 伊藤	来海／河北	希莉／宮島	果音
相澤	未来／井口	夏希／矢羽々	朱
梨

金子	実楓／川路	莉奈／田中	柚稀

ユース1グループ部門
宮島	果音／河合	翔／増田	りさこ／
澁谷	美月／石井	海晴

大島	瑞姫／金子	実楓／相澤	未来／
田中	柚希／矢羽々	朱梨

東	祐衣／中川	未由希／東	真衣／
南	涼香／藤原	愛梨

ジュニアトリオ部門 海原	百花／齋藤	蓮／安井	真美 岡本	麻央／櫻間	ゆい／山元	里桜 石原	菜月／栗原	結衣／中村	友紀 石橋	聡汰／大坪	愛果／下村	快夏

ジュニア・ユースチーム部門 青山社中 AE刈谷A くまもんガールズ

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

AG2男子シングル部門
金井	拓海
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

矢野	遙輝 山下	正紘

AG2女子シングル部門
小玉	真菜
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

土器	早紀子 萩本	麻耶 五十嵐	友奈

AG2トリオ部門
小玉	真菜／土器	早紀子／杉岡	雅
（文部科学大臣賞状）

谷本	七海／安井	梨沙／寺岡	李恵
岡田	真依／増田	かをり／岡田	早
夜

宗村	羽菜／小俣	悠里／萩本	麻耶

AG1男子シングル部門 河合	翔 河本	陽太 中井	皓己 青山	歩樹

AG1女子シングル部門 古京	祐佳 増田	りさこ 徳田	日南 浜田	陽菜

AG1トリオ部門 徳田	日南／守田	栞捺／安井	美有 金子	実楓／川崎	千晴／相澤	未来 安井	友里／齋藤	栞／福本	理絵
矢羽々	朱梨／井口	夏希／大島	瑞
姫

AG1グループ部門
浜田	陽菜／岡野	友香／増田	りさこ
／澁谷	美月／河合	翔

亀淵	友葵／高木	歌乃／竹元	理穂／
徳永	美遙／長崎	珠希

吉野	明里／南	萌奈／中林	春佳／
東	真衣／南	涼香／藤原	愛梨

U-10シングル部門 宮島	果音 安井	真美 日吉	彩乃 伊藤	来海

U-1Oトリオ部門 大坂	光／橋爪	里於／宗村	陽菜 河北	希莉／伊藤	来海／宮島	果音 齋藤	蓮／山元	里桜／安井	真美
上東	菜那子／岩城	未緒／井上	莉
子

チーム部門 	FLAT	BACK	Jr.＆Kids 山本塾	清文組 スタジオウエマツ選手コース

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

AG2シングル部門
土器	早紀子
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

和野	日向 竹内	梨華 杉岡	雅

AG2トリオ部門
小玉	真菜／土器	早紀子／杉岡	雅
（文部科学大臣賞状）

山崎	美咲／稲葉	奈南子／五十嵐	友
奈

村田	愛／竹内	梨華／寺岡	李恵
関口	優希／関口	瑞希／柳田	綾里
咲

AG2グループ部門
小玉	真菜／杉岡	雅／竹内	梨華／寺
岡	李恵／土器	早紀子／村田	愛

AG1シングル部門 古京	祐佳（JOCカップ） 徳田	日南 安井	梨沙 谷本	七海

AG1トリオ部門 古京	祐佳／山崎	あさひ／高木	歌乃
増田	かをり／増田	りさこ／浜田	陽
菜

小俣	悠里／宗村	羽菜／相澤	未来
田沼	初音／河合	蒼生／加藤	かえ
で

AG1グループ部門
北爪	凜々／小俣	悠里／小玉	紗矢香
／相澤	未来／宗村	羽菜／川崎	千晴

関戸	美月／田中	遙奈／林	夢子／樋
口	歩由／山崎	あさひ／古京	祐佳

増田	りさこ／岡野	友香／田沼	初
音／河合	蒼生／増田	かをり／加
藤	かえで

U-10シングル部門 安井	友里 安井	美有 南	涼香 宮島	果音

U-1Oトリオ部門 頓宮	七海／安井	美有／安井	友里 日吉	彩乃／河合	翔／宮島	果音
田中	柚希／矢羽々	朱梨／川路	莉
奈

松尾	日優／下村	朱璃／藤本	花音

チーム部門 山本塾	清文組 	FLAT	BACK	Jr. 花のOTOME隊

2015年	第10回大会

2014年	第9回大会

2013年	第8回大会

2012年	第7回大会



部門 優勝 2位 3位 袋井賞

AG2シングル部門
土器	早紀子
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

小松	由布佳 和野	日向 倉田	理美

AG2トリオ部門
金井	拓海／斉藤	瑞己／深澤	優姫
（文部科学大臣賞状）

小松	由布佳／島田	美優／古京	知佳
五十嵐	友奈／稲葉	奈南子／山崎
美咲

野田	知邑／林田	明香里／藤井	菜
美

AG1シングル部門 古京	祐佳（JOCカップ） 杉岡	雅 萩本	麻耶 安井	梨沙

AG1トリオ部門 杉岡	雅／谷本	七海／徳田	日南 竹内	梨華／寺岡	李恵／安井	梨沙 小俣	悠里／川崎	千晴／萩本	麻耶
島田	優美恵／古京	祐佳／田崎	妃
菜

AG1グループ部門
北爪	凜々／小俣	悠里／萩本	麻耶／
下村	綾香／宗村	羽菜／川崎	千晴

田崎	妃菜／島田	優美恵／万江	留璃
／尾方	真生／松本	円佳／古京	祐佳

岡田	早代／岡野	真依／田沼	初音
／河合	蒼生／増田	かをり／加藤
かえで

U-10シングル部門 安井	友里 守田	栞捺 亀淵	友葵 頓宮	七海

U-1Oトリオ部門 笠岡	瑠菜／守田	栞捺／安井	友里 城田	琴美／松本	すず／望月	雪乃
日吉	彩乃／増田	りさこ／宮島	果
音

今村	菜子／菊永	沙紀／齊藤	保奈
美

チーム部門 FLAT	BACK	Jr. Studio山本塾Aチーム KADS	&	StepⅡイケイケガールズ

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

AG2シングル部門
菖蒲谷	真紀
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

和野	日向 松村	美穂 藤井	菜美

AG2トリオ部門
磯部	咲／小松	由布佳／中村	朱里
（文部科学大臣賞状）

井上	真采／金子	梨那／三上	真結 田島	衣純／田島	千尋／本間	史菜 大鋸	美里／金場	優／下村	知里

AG1シングル部門
小玉	真菜
（JOCカップ）

土器	早紀子 北爪	凜々 矢野	遙輝

AG1トリオ部門 小玉	真菜／寺岡	李恵／土器	早紀子 小俣	悠里／北爪	凛々／萩本	麻耶 岡本	早代／竹内	梨華／内藤	愛 田崎	妃菜／古京	知佳／万江	留璃

U-10シングル部門 古京	祐佳 徳田	日南 井上	舞 武田	ひかる

U-1Oトリオ部門 古京	祐佳／尾形	真生／亀淵	友葵 紫原	咲希／中井	皓己／長崎	珠希 徳田	日南／笠岡	瑠菜／安井	美有 榎本	莉子／神原	遙菜／城田	琴美

チーム部門 FLAT	BACK	Jr. かがやくOTOME隊 Studio山本塾Aチーム

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユースⅠシングル部門
木代	葉子
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

菖蒲谷	真紀 松村	美穂 本庄	彩香

ユースⅠトリオ部門
木代	葉子／小籔	真亜紗／酒井	まゆ
（文部科学大臣賞状）

青木	麗佳／前田	夏希／松村	美穂 田島	衣純／田島	千尋／内藤	沙弥 大鋸	美里／小野寺	愛／中井	美波

ユースⅡシングル部門
矢野	遙輝
（JOCカップ）

小玉	真菜 土器	早紀子 小松	由布佳

ユースⅡトリオ部門 井上	真采／金子	梨那／土器	早紀子 小松	由布佳／古京	知佳／田崎	妃菜
小玉	真菜／下市	奈実／直井	美紗
希

五十嵐	友奈／稲葉	奈南子／山崎
美咲

ユースⅢシングル部門 北爪	凜々 古京	祐佳 松本	はな 榎本	莉子

ユースⅢトリオ部門 古京	祐佳／島田	優美恵／万江	留璃 斉藤	美沙／松本	すず／松本	はな 徳田	日南／溝手	優希／安井	梨沙 小俣	悠里／川崎	千晴／萩本	麻耶

チーム部門 花のOTOME隊 湘南茅ヶ崎A.G.C. FLAT	BACK	Jr.5

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユースⅠシングル部門
松本	彩
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

酒井	まゆ 菖蒲谷	真紀 松村	美穂

ユースⅠトリオ部門
窪田	佳世／酒井	まゆ／蜂谷	有加
（文部科学大臣賞状）

上田	真穂／小松田	葵／本庄	彩香 兼重	成美／菅藤	千春／杉本	栞里 尾嶋	唯／小籔	真亜紗／三上	真結

ユースⅡシングル部門
矢野	遙輝
（JOCカップ）

小幡	志帆 藤井	菜美 小松	由布佳

ユースⅡトリオ部門 井上	真采／木代	葉子／土器	早紀子 井野	桃花／小松	由布佳／古京	知佳 中山	里華／中山	麗奈／矢野	遙輝 金井	拓海／櫛田	一輝／斉藤	瑞己

ユースⅢシングル部門 井野	芹凪 榎本	真子 高橋	理奈 高橋	歩実

ユースⅢトリオ部門 古京	祐佳／井野	芹凪／尾方	真生 竹内	梨華／溝手	優希／安井	梨沙 榎本	莉子／城田	琴美／松本	はな
島田	優美恵／竹原	汐海／万江	留
璃

チーム部門 輝く少女隊 OSKパープルエンジェルス FLAT	BACK	Jr.

部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユースⅠシングル部門
酒井	まゆ
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

蜂谷	有加（OSKスポーツクラブ） 河野	さゆり 松本	彩

ユースⅠトリオ部門
窪田	佳世／酒井	まゆ／蜂谷	有加
（文部科学大臣賞状）

工藤	未有／堀	紗矢香／長瀬	凜子 松本	彩／福島	若奈／月森	亜利沙
神尾	藍里／河野	さゆり／腰塚	千
加

ユースⅡシングル部門 小幡	志帆 松村	美穂 中島	若菜 鮫島	萌

ユースⅡトリオ部門 菖蒲谷	真紀／藤井	菜美／田代	芽唯 井野	桃花／小松	由布佳／牧	明日香 井上	真采／上野	里奈／木代	葉子
小川	茉莉花／小川	鈴花／細矢	な
つみ

ユースⅢシングル部門 斉藤	瑞己 中田	侑希 土器	早紀子 北爪	凜々

ユースⅢトリオ部門 金井	拓海／櫛田	一輝／斉藤	瑞己 下市	奈実／竹内	梨華／土器	早紀子
生津	薫奈／野田	知邑／林田	明香
里

北爪	凜々／篠塚	愛美／深沢	優姫

チーム部門 OSKファンタスティック7 花のOTOME組 KADSチャレンジャーズ（KADS）

2011年	第6回大会

2010年	第5回大会

2009年	第4回大会

2008年	第3回大会

2007年	第2回大会



部門 優勝 2位 3位 袋井賞

ユースⅠシングル部門
中澤	彩子
（文部科学大臣賞状・JOCカップ）

大村	紗織 青葉	葵 上田	真穂

ユースⅠトリオ部門
岡本	菜都美／樋口	文音／行田	桃子
（文部科学大臣賞状）

青葉	葵／土肥	彩香／大村	紗織
平賀	夢芽子／蜂谷	有加／福永	捺
美

照屋	彩乃／古谷	友美／高柳	翼

ユースⅡシングル部門
本庄	彩香
（JOCカップ）

鮫島	萌 藤井	菜美 木代	葉子

ユースⅡトリオ部門 是枝	亮／杉本	栞里／中島	若奈 木代	葉子／酒井	まゆ／窪田	佳世 金場	優／小野寺	愛／大鋸	美里 大庭	奈留／兼重	成美／菅藤	千春

ユースⅢシングル部門 和野	日向 矢野	遙輝 中山	麗奈（Team.	OHMURA） 早川	佳秀（FLAT	BACK）

ユースⅢトリオ部門 井野	芹凪／小松	由布佳／井野	桃花 原	花耶乃／大窪	日菜／高橋	理奈 冨田	有来／中村	萌／和野	日向
渡辺	舞衣／野口	美沙希／近藤	優
李

チーム部門 WAC KADSチャレンジャーズ FLAT	BACK	Jr.
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