
※３位・３位の場合・・・左から優勝・準優勝の各敗者の順　※優秀賞・・・左から優勝・準優勝・３位・４位の各敗者の順

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 髙橋　和大 丑田　一翔 許斐　涼介 白根　カイオ　遥翔 竹内　柚希 岩田　旭陽 吉田　拓真 新井　隆大

12 小学２年生男子形競技 中谷　琉偉 南　虎汰 樋口　然 川西　雄大 神宮　明日飛 濵松　仁 石野　健太 新保　雄大

13 小学３年生男子形競技 森脇　大惺 小林　凌大 渡邉　丈 久保田　心 川村　隼翔 丁坪　良斗 黒田　源十 毛利　悠人

14 小学４年生男子形競技 濱澤　慧哉 宮崎　恭伍 原田　湊大 杉山　奏太 倉脇　慈英 片山　志恩 三枝　凰真 神川　悟

15 小学５年生男子形競技 中谷　慶良 福井　敢太 大野　心大朗 濵田　祐大 松本　陸斗 岡　庵里 仲井　隼斗 宮下　海灯

16 小学６年生男子形競技 堺　充希 山野　稜真 宮﨑　勝太 平石　要 新小田　准壱 江口　陽大 空野　琥太郎 立薗　瑞己

51 中学１年生男子形競技 濱澤　武龍 越乢　伊吹 岡田　瑛太 大山　諒晟 山口　新太 黒田　聖十 津田　健太郎 宮本　琉生

52 中学２年生男子形競技 菅野　哲多 髙橋　悠生 三木　勝海 小西　良空

53 中学３年生男子形競技 巴　波矢斗 星原　優来 伊藤　慎一郎 赤井　瑠太

21 小学１年生女子形競技 亀岡　紗羅 牛尾　佳怜 藤田　寿々 西岡　采音

22 小学２年生女子形競技 西田　伊都 宮﨑　理和子 福井　美月 岩脇　果凛

23 小学３年生女子形競技 菅原　光梨 野下　姫奈 喜多山　凛 中谷　凛愛 藤坂　杏 仲川　紗菜 森　雫月 高橋　理子

24 小学４年生女子形競技 金川　花梨 福岡　琉心 曽田　さくら 畑中　優那 川尻　真凛 郷原　莉音 吉川　亜里 大槻　瑠美

25 小学５年生女子形競技 宮本　心晴 森　美糸 松岡　愛莉 松本　琉花 郷原　陽菜 中川　璃紗 松下　想奈 藤田　埜瑠

26 小学６年生女子形競技 上山　花蓮 竹内　愛乃 山口　陽彩 西山　紡生 南　華帆 佐々木　柑奈 魚住　凌 堀　なな

61 中学１年生女子形競技 中畑　七海 田中　心和 児玉　彩音 濱　芽花

62 中学２年生女子形競技 福岡　瑚心 森　唯稀 田中　来夢 平井　桜莉

63 中学３年生女子形競技 北平　櫻 苧木　心愛 青木　仁奈 橋本　彩純

31 小学１年生男子組手競技 許斐　涼介 丑田　一翔 奥村　亮仁 松永　健佑 奥井　颯佑 岸本　日々輝 新井　隆大 清原　恵介

32 小学２年生男子組手競技 竹矢　悠真 西村　琉海太 神宮　明日飛 河野　大翔 馬渕　琉志 猪澤　蓮大 川西　雄大 樫谷　綾人

33 小学３年生男子組手競技 岸本　瑛太 奥内　丈 安藤　銀士 奥田　碧 福井　匠 増田　太一 川嶋　環太郎 戸田　悠理

34 小学４年生男子組手競技 杉山　奏太 丸一　陽太 北風　慶一 馬渕　航志 日髙　湊仁 松﨑　勇弥 藤岡　直宏 宮崎　恭伍

35 小学５年生男子組手競技 岸本　愛介 佐藤　颯流 竹内　陽真 中村　光佑 岩見　大翔 東　晃成 村田　彪嘉 中松　大峨

36 小学６年生男子組手競技 谷口　鉄慎 上川　琉斗 坂口　仁 板東　晴 坂本　陽 玉置　龍輝 竹森　健 玉木　大悟

71 中学１年生男子組手競技 星野　龍成 黒田　聖十 熊野　隼 藤坂　栞大朗 中村　誠道 髙田　烈希 掛林　泰毅 山口　新太

72 中学２年生男子組手競技 宮﨑　七緒 髙吉　隆稀 西山　三雲 森田　爽太郎 籔下　夢翔 小山　琉惺 髙橋　悠生 佐々木　順一

73 中学３年生男子組手競技 熊野　匠真 巴　波矢斗 岸本　日向 中田　光駿

41 小学１年生女子組手競技 畠山　奈穂 西岡　采音 明石谷　雫 木村　友香

42 小学２年生女子組手競技 岩脇　果凛 西田　伊都 瀧口　美子 金川　杏梨

43 小学３年生女子組手競技 中杉　朋海 丑田　紗咲 工藤　羽流 久保　結楽 村上　莉彩 脇　菜々美 井本　明日香 中谷　凛愛
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44 小学４年生女子組手競技 小原　杏 大槻　瑠美 三森　愛珠 新矢　梨乃 豊川　莉央 伊波　茉莉 宮﨑　理歩子 金川　花梨

45 小学５年生女子組手競技 山口　寧々 森本　あかり 日髙　結友 秋山　真利奈 近藤　紗和 大角　茉優 藤田　埜瑠 松下　想奈

46 小学６年生女子組手競技 一　陽葵 大山　花れん 有田　こころ 池本　晃 馬渕　玲奈 藤井　環夏 中野　和葉 谷口　心咲

81 中学１年生女子組手競技 河野　愛華 田山　末莉 田中　心和 能　心郁

82 中学２年生女子組手競技 森　麻衣佳 丸山　ちひろ 相馬　葵 岩倉　麗華

83 中学３年生女子組手競技 生原　真琴 島田　彩夢 竹森　向日葵 橋本　彩純


