
【形】

氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名

幼児女子形　初級 和田　愛加 羽ノ浦 藤本　ダリア 美馬 山部　菜々香 城之内 坂本　莉衣 小松島
小学１年生女子形　初級 青木　絃遠 田宮 吉井　琴花 吉野川 坂本　莉乃 小松島 北岡　那菜 多家良
小学２年生女子形　初級 大野　愛奈 小松島 佐藤　桔子 田宮 尾関　和華 石井 松本　夏芽 石井
小学２年生女子形　中級 香留　彩音 八万 神野　希咲 北島 郡　叶凜菜 田宮 三木　想良葉 石井
小学３年生女子形　初級・中級・上級 浅井　結愛 田宮 酒井　志帆 勝浦 坂本　一花 田宮 藤本　ユリア 美馬
小学４年生女子形　初級 垣内　結希 小松島 武智　柚希 小松島 榊　　珠梨 石井
小学４年生女子形　上級 棚田　芽咲 日和佐 郡　愛衣凜 田宮 前川　侑舞 見能林
小学５年生女子形　初級・中級 濵松　くるみ 多家良 立花　杏 小松島 前田　心遥 国府 吉住　千春 小松島
小学５年生女子形　上級 濵　奈南子 八万 足達　百花 八万 菱本　芽瑠 田宮
小学６年生女子形　初級・上級 片山　璃彩 田宮 秋山　樹季 田宮 中山　夏妃 田宮 長濱　花波 石井
一般女子形　初級・上級 中原　愛梨 吉野川 中川　弥生 小松島 田中　佐知 小松島
マスターズ女子形　初級 吉住　奈生 小松島 鶴本　素子 小松島 栗本 章代 小松島 脇川　まり 小松島
幼児男子形　初級 松本　彪生 吉野川 片山　響人 羽ノ浦 助岡　宏都 羽ノ浦 濵松　楓 多家良
小学１年生男子形　初級 増尾　奏真 小松島 武智　夏葵 小松島 丸尾　雄琉 蔵本 宮本　莞次 小松島
小学１年生男子形　中級 藤山　太良 北島 山本　憲政 吉野川 髙木　晴太 田宮 松浦　央将 吉野川
小学２年生男子形　初級 安田　結人 八万 庄野　颯馬 八万 花野　倫太郎 小松島 大木　陽琉 池田
小学２年生男子形　中級 佐々木　啓丞 田宮 五島　颯介 田宮 山部　衛人 城之内 岡田　惺己 田宮
小学３年生男子形　初級 西野　唯斗 小松島 住村　渉太 小松島 田中　稜大 大原 大久保　翔真 池田
小学３年生男子形　中級 東條　将祐 見能林 池上　純平 小松島 脇川　海琉 小松島 久保　慶典 勝浦
小学４年生男子形　初級 幾田　理一 田宮 中山　太雅 田宮 富山　耀 石井 佐藤　李気 石井
小学４年生男子形　上級 泉　友厚 田宮 筒井　凛太郎 見能林 倉田　龍 田宮 岩田　侑樹 田宮
小学５年生男子形　初級 竹内　壱秀 小松島 数藤　航平 小松島 佐藤　晴一 吉野川
小学５年生男子形　中級 増尾　雄大 小松島 本田　琉斗 大原 山口　涼輔 多家良 逢坂　裕基 美馬
小学５年生男子形　上級 清水　璃音 吉野川 宮本　空 八万 佐藤　柊太 田宮 富永　瑛唯太 田宮
小学６年生男子形　初級 西野　颯汰 小松島 山田　悠人 小松島 熊尾　昂汰 小松島 國安　瞬 小松島
小学６年生男子形　上級 浅井　陽聖 田宮 岡田　結仁 田宮 松田　晃希 羽ノ浦 髙木　瑛太 田宮
一般・マスターズ男子形　初級・上級 西村　知泰 大和 数藤　健 小松島 松本　晋弥 北島
合計 0 0 0

0

３位３位準優勝優勝



【組手】

氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名

幼児女子組手　初級 和田　愛加 羽ノ浦 藤本　ダリア 美馬 堀江　百栞 大原 目﨑　結奈 大原
小学１年生女子組手　初級 藤井　小夏 大原 吉井　琴花 吉野川 北岡　那菜 吉野川 坂本　柚花 田宮
小学２年生女子組手　初級 佐藤　桔子 田宮 大野　愛奈 小松島 山﨑　ゆうり 見能林 榊　　　優月 石井
小学２年生女子組手　中級・上級 香留　彩音 八万 郡　叶凜菜 田宮 幾田　理瀬 田宮 和田　柚芽里 蔵本
小学３年女子組手　中級・上級 浅井　結愛 田宮 竹内　和奏 小松島 酒井　志帆 勝浦 藤本　ユリア 美馬
小学４年女子組手　初級・上級 溪　凜樺 大原 前川　侑舞 見能林 垣内　結希 小松島 榊　　珠梨 石井
小学５年生女子組手　初級 江澤　陽菜 見能林 石岡　莉乃 見能林 吉住　千春 小松島
小学５年生女子組手　中級 郡　鈴乃 国府 濵松　くるみ 多家良 立花　杏 小松島 前田　心遥 国府
小学５年生女子組手　上級 足達　百花 八万 濵　奈南子 八万 菱本　芽瑠 田宮
小学６年生女子組手　初級・上級 中山　夏妃 田宮 片山　璃彩 田宮 三木　望乃葉 石井 秋山　樹季 田宮
一般女子組手　初級・上級 中川　弥生 小松島 田中　佐知 小松島
幼児男子組手　初級 片山　響人 羽ノ浦 松本　彪生 吉野川 助岡　宏都 羽ノ浦 田中　匠瑛 吉野川
小学１年生男子組手　初級 増尾　奏真 小松島 丸尾　雄琉 蔵本 高木　大翔 小松島
小学１年生男子組手　中級 髙木　晴太 田宮 山本　憲政 吉野川 松本　篤來 吉野川 松浦　央将 吉野川
小学２年生男子組手　初級 庄野　颯馬 八万 安田　結人 八万 渡邉　晃大 池田 犬伏　伍希 池田
小学２年生男子組手　中級 佐々木　啓丞 田宮 岡田　惺己 田宮 藤本　スバル 美馬 五島　颯介 田宮
小学３年生男子組手　初級 住村　渉太 小松島 西野　唯斗 小松島 村田　結衣士 小松島 谷　明斗 見能林
小学３年生男子組手　中級・上級 秋山　力希 田宮 久保　慶典 勝浦 東條　将祐 見能林 久米　悠飛 田宮
小学４年生男子組手　初級・中級 幾田　理一 田宮 山田　舜 田宮 富山　耀 石井 福本　詠主 大和
小学４年生男子組手　上級 髙木　創太 田宮 泉　友厚 田宮 山田　健心 見能林 西岡田　樹 田宮
小学５年生男子組手　初級 山﨑　虎太郎 見能林 竹内　壱秀 小松島 佐藤　晴一 吉野川 寺尾　奏佑 見能林
小学５年生男子組手　中級 尾関　大翔 石井 増尾　雄大 小松島 本田　琉斗 大原 久保　敬司 勝浦
小学５年生男子組手　上級 宮本　空 八万 佐藤　柊太 田宮 近藤　昊 国府 富永　瑛唯太 田宮
小学６年生男子組手　初級・中級 西野　颯汰 小松島 國安　瞬 小松島 山田　総士郎 大和 山田　悠人 小松島
小学６年生男子組手　上級 髙木　瑛太 田宮 浅井　陽聖 田宮 岡田　結仁 田宮 久米　康生 田宮
マスターズ男子組手　初級・上級 明石　浩志 城之内 数藤　健 小松島
合計
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