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種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

11 小学１年生男子形競技 中松大峨 中谷慶良 海野　湊 濵田祐大 岡　庵里 今榮　奏 花園一真 藤井　蓮

12 小学２年生男子形競技 宮﨑勝太 山野稜真 早柏千輝 井山瑠斗 西川篤輝 立薗瑞己 木村海琉 相馬　蓮

13 小学３年生男子形競技 濱澤武龍 越乢伊吹 津田健太郎 伊藤蒼悟 廣瀬煌斗 石川寛人 櫻田　伶 仁志月人

14 小学４年生男子形競技 清水慈英 森　幸輝 赤木風輝 真崎太地 杉山春樹 三木勝海 竹原瑛春 上本慎悟

15 小学５年生男子形競技 池本朝陽 上山元希 原田豪士 能　由都輝 田山旺佑 岸本日向 山本康太 武田波瑠

16 小学６年生男子形競技 三木龍馬 久後大樹 山本陽斗 吉田　陽 吉川幸利 笹尾　拍 上岡涼太 山之内宏樹

21 小学１年生女子形競技 森本あかり 近藤紗和 久後蒼依 安藤こはる

22 小学２年生女子形競技 竹内愛乃 矢部心花 安藤なのは 山口陽彩 馬渕玲奈 上山花蓮 髙橋佐弥 達川実咲

23 小学３年生女子形競技 松野恵那 砂子雅壽美 能　心郁 三宅由衣花 和泉凛香 玉垣汐音 亀岡きらな 神谷美花

24 小学４年生女子形競技 福岡瑚心 吉川奈那 森本夏希 木ノ本麗心 達川采音 安藤メイ 岡　千尋 橘　未紗

25 小学５年生女子形競技 上垣実聖 生原真琴 仁志星来 山口蒼生 久保田美羅 山口葵生 永屋ひより 楠本さくら

26 小学６年生女子形競技 圡井花蓮 勝原里桜 本條雪華 秋田莉佑 野田希咲 中西　玲 中村芽生 仲石千春

31 小学１年生男子組手競技 巴　瑛斗 岸本愛介 森里俊太 山内琉成 橋本煌心 小山朋輝 神宮一千翔 佐藤颯流

32 小学２年生男子組手競技 坂口　仁 上川琉斗 坂本隆聡 和田壮駿 國本啓太 相馬　蓮 宮﨑勝太 板東　晴

33 小学３年生男子組手競技 星野龍成 黒田聖十 廣瀬煌斗 藤坂栞大朗 岩松範斗 井上修真 石田貫一 小西優輝

34 小学４年生男子組手競技 宮﨑七緒 清　孝太朗 大平遼太朗 三村泰生 笘下　惺 玉利涼太朗 藤城貫路 日野天翔

35 小学５年生男子組手競技 岸本日向 巴　波矢斗 石澤育空 川上愛翔 前田拓士 神野真輝 星原優来 北林典明

36 小学６年生男子組手競技 竹内廉人 阪井将太 白田崇太郎 尾ノ井遼河 生駒龍斗 橋本幹太 丸山大輔 入潮都麦

41 小学１年生女子組手競技 森本あかり 藤田埜瑠 藤田夏望 小西　柚

42 小学２年生女子組手競技 安藤なのは 大山花れん 三村真央 一　陽葵

43 小学３年生女子組手競技 河野愛華 奥田莉奈 田中心和 奥田那奈 能　心郁 亀岡きらな 堀口美柚希 星野楓果

44 小学４年生女子組手競技 藤野心彩 高見咲花 竹内碧実 吉田陽香 古門万奈 安藤メイ 橘　未紗 相馬　葵

45 小学５年生女子組手競技 生原真琴 木村心優 橋本彩純 福井　凛 黒田夢乃 筑紫優惟 山中葉月 島田彩夢

46 小学６年生女子組手競技 上田美優 古門万桜 本條雪華 三村天翔 山之内里奈 折野来菜 西面帆乃香 久保田羅夢
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51 中学１年生男子形競技 原田　倭 福元　陽 稲垣虎太郎 古川龍星

52 中学２年生男子形競技 大槻瑛士 渡邊湧斗 恒成　翔 橋本颯太

53 中学３年生男子形競技 中村海里 坂本拳士朗 山本航暉 岩井友輝

61 中学１年生女子形競技 福岡夢心 矢部梨々子 黒田愛乃 世古陽茉里

62 中学２年生女子形競技 楠本雛乃 田畑　桃 井上七輝 林﨑美月

63 中学３年生女子形競技 加藤くるみ 森　妃世 岡山愛奈 木下茉優

71 中学１年生男子組手競技 田山連太郎 矢吹　彪 石山翔吾 川岸達哉 岩本陽輝 廣畑志有 原田　倭 寺下　列

72 中学２年生男子組手競技 松本哲治 中杉　奏 泉田　悠 吉田　楽

73 中学３年生男子組手競技 佐藤総一朗 唐崎弘祥 北田玄太 鍛冶雅也

81 中学１年生女子組手競技 黒田愛乃 富松生悠 高橋葵衣 田中祐輝 世古陽茉里 坂本真子 石井伶奈 宮尾早絵

82 中学２年生女子組手競技 大平南津 小西風羽 池本日和 竹内愛穂

83 中学３年生女子組手競技 池上なみ 村上明優 笹尾桃花 山本ももこ




