
男子単独演武
順位 都道府県 学校名

# 1 京都府 乙訓 森川　慈仁(三段)

2 兵庫県 相生産業 宮内　唯成(三段)

3 北海道 富良野 青木　蓮弥(三段)

4 埼玉県 川越東 村上　健(三段)

5 埼玉県 城北埼玉 上野　祐樹(二段)

6 千葉県 桜林 外山　晟人(二段)

7 大阪府 大阪 木村　皓祐(二段)

8 千葉県 成田北 大場　太貴(初段)

9 大阪府 大阪産大附属 木原　結城(三段)

9 香川県 丸亀 大西　昂(三段)

11 和歌山県 笠田 飯田　晨太郎(初段)

12 山口県 萩商工 権代　航一(三段)

13 福岡県 朝倉 平山　悠貴(二段)

14 千葉県 成田北 石川　恭輔(初段)

15 福岡県 常磐 佐藤　礼也(二段)

16 山口県 野田学園 塩見　銀矢(三段)

男子組演武
順位 都道府県 学校名

# 1 兵庫県 報徳学園 大谷　　紘嗣(三段) 大城　浩司(二段)

2 千葉県 桜林 小森　勇輝(三段) 金親　優希(二段)

3 大阪府 大阪 後藤　隆志(三段) 白川　碩人(三段)

4 千葉県 桜林 田川　治緒(三段) 川満　友徳(初段)

5 大阪府 大阪産大附属 木戸　海周(三段) 宮迫　汰一(二段)

6 兵庫県 相生産業 杉山　悠太(三段) 名定　典都(三段)

7 宮崎県 都城工業 久保田　將聖(二段) 鳴海　洸槻(二段)

8 埼玉県 川越東 澤田　武(二段) 鈴木　隼(初段)

9 東京都 城北 源川　拓美(三段) 常盤　馨(二段)

10 東京都 早稲田実業 居作　和英(二段) 綿貫　壮平(二段)
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10 東京都 早稲田実業 居作　和英(二段) 綿貫　壮平(二段)

11 愛知県 春日丘 石井　勝教(二段) 大洞　淳平(初段)

12 京都府 京都翔英 藤本　達也(１級) 塩山　廉人(１級)

12 京都府 京都廣学館 木村　匡志(三段) 奥村　祥久(三段)

14 和歌山県 神島 原　健太(初段) 鈴村　悠真(初段)

15 和歌山県 向陽 木村　祐太(二段) 坂上　浩一(二段)

16 岡山県 岡山工業 小林　高大(三段) 小林　正人(二段)

男子団体演武
順位 都道府県 学校名

# 1 兵庫県 相生産業

2 埼玉県 川越東

3 千葉県 桜林

4 広島県 広島城北

5 東京都 城北

6 和歌山県 神島

7 岡山県 岡山工業

8 大阪府 大阪産大附属

9 愛知県 中部大第一

10 石川県 小松工業

11 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ

12 群馬県 桐生

宮内　唯成･杉山　悠太･笠原　翔太･三宅　歩･山崎　祐暉･名定　典都･真田　昂汰･應地　龍也

村上　健･澤田　武･神嵜　良愛･鈴木　隼･河内　信喜･刈屋　壮基･伊藤　友輝･中田　拳

小森　勇輝･金親　優希･田川　治緒･川満　友徳･外山　晟人･金子　真和･カニンガムリー　アンドリュー･及川　幹太

橫田　卓馬･用品　佑基･中森　悠･室住　匠海･源　拡栄･森岡　勇貴･畠山　康一郎･東　剛史

選手名

源川　拓美･常盤　馨･守富　健人･稲垣　匠馬･深井　和希･吉田　逸人･河合　優介･芝田　健自

原　健太･鈴村　悠真･佐藤　和也･岩見　涼･北原　優平･橘　和希･小西　悠介･水永　章

森安　陽介･岡本　啓吾･小林　高大･小林　雅治･田坂　正喜･小林　正人･中尾　輝

木原　結城･木戸　海周･中村　拓海･増田　雄太･南　竜一･宮迫　汰一･馬場　響

福山　裕也･馬場　統規･川畑　京蔵･水野　功教･奥谷　京平･二村　圭祐･堀場　大輝･近藤　友一郎

大田　賢人･西川　海登･稲田　光俊･川村　有馬･打本　颯汰･伊藤　涼大･坂田　幸稀･土本　光太郎

岡田　東馬･高山　駿介･遠藤　聖大･新間　那粹･岩品　京太郎･小柴　皓嗣･大重　雄基･伊藤　晃摩

田邊　慶太郎･加藤　竜成･吉井　章裕･荒木　健･田中　和樹･堀川　大海･高橋　育弥･吉田　琢巳



女子単独演武
順位 都道府県 学校名

# 1 新潟県 村上桜ヶ丘 伊藤　奈菜(二段)

2 千葉県 桜林 髙橋　萌江(二段)

3 京都府 京都女子 鴨瀬　碧衣(二段)

4 兵庫県 赤穂 長崎　ひな(二段)

5 広島県 市立福山 佐藤　あすか(二段)

6 和歌山県 伊都 道根　綾乃(二段)

7 和歌山県 橋本 細野　夏帆(二段)

8 東京都 砂川 長谷川　加奈(初段)

9 千葉県 成田国際 鑓田　晴南(初段)

10 兵庫県 相生産業 浦元　早紀(三段)

11 岡山県 津山東 山本　百紅(三段)

12 福岡県 自由ヶ丘 干野　佐紀子(二段)

13 京都府 京都翔英 浮田　かんな(１級)

14 埼玉県 狭山清陵 幾川　柚香(初段)

15 千葉県 成田国際 岩佐　京佳(初段)

16 千葉県 成田国際 岩井　友里乃(初段)

女子組演武
順位 都道府県 学校名

# 1 千葉県 成田国際 大野　水彩(初段) 山内　友里加(初段)

2 大阪府 大阪 笹川　理菜(二段) 山本　瀬菜(二段)

3 千葉県 成田北 戸村　菜々帆(初段) 池上　茉奈美(初段)

4 大阪府 大阪産大附属 河原　やよい(二段) 木原　愛望(二段)

5 和歌山県 神島 濱中　珠穂(二段) 谷口　藍梨(二段)

6 佐賀県 多久 岸川　采芽(三段) 大川　怜奈(二段)

7 愛媛県 北宇和 西野　裕理(二段) 西野　ちはる(二段)

8 東京都 早稲田実業 大仲　音華(三段) 鈴木　七波(三段)

9 東京都 富士見丘 平野　里佳(三段) 平村　愛理(三段)

10 青森県 五所川原第一 石川　まりさ(初段) 藤田　朝賀(初段)
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10 青森県 五所川原第一 石川　まりさ(初段) 藤田　朝賀(初段)

11 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 小田　実佳(初段) 金子　晴香(初段)

12 和歌山県 熊野 福田　望(初段) 元戎　友香(初段)

13 京都府 京都女子 笹谷　明日香(二段) 泉　千雅子(二段)

14 千葉県 志学館 飯田　理佳子(初段) 北村　真歩(２級)

15 奈良県 市立一条 堀田　夏希(初段) 安田　有美香(初段)

16 宮城県 東北 三膳　未咲貴(二段) 大竹　芹(１級)

女子団体演武
順位 都道府県 学校名

# 1 千葉県 成田国際

2 和歌山県 神島

3 兵庫県 姫路商業

4 東京都 富士見丘

5 青森県 五所川原第一

6 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ

7 千葉県 志学館

8 北海道 中標津

9 大阪府 泉北

10 埼玉県 狭山清陵

11 奈良県 市立一条

12 神奈川県 有馬

吉野　さくら･関根　久実･幾川　柚香･植村　菜々子･及川　瑠華･峯岸　沙夏

柴原　優美香･川本　奈実･松田　美和･山中　友貴美･東　美来･宮谷　由･今中　七海

吉田　琳貴･村田　みお･塙　彩良･齋藤　純佳･坪井　美奈･佐藤　知佳･大谷　みずき

石川　まりさ･成田　麻香･藤田　朝賀･茂木　優奈･出町　媛･石沢　千帆

岡田　理沙･高田　彩加･新貝　奈那子･石田　叶恵･小田　実佳･金子　晴香･佐藤　佑衣･宮津　真菜

恩田　美歩･本多　瑠奈･飯田　理佳子･北村　真歩･萩野　里紗･仲泊　優香･宮木　日和･野澤　はるか

力武　さき･小林　園華･奥田　陽歌里･石崎　朱理･谷口　朱音･横畠　かれん･古森　千智･保科　郁実

福岡　結理･上田　智花･國光　香保･大倉　今日子･森本　絹･二井内　真優･大居　もも子

鈴木　佑菜･松本　理菜･山内　友里加･翠簾野　美月･大野　水彩･岩井　友里乃･伊藤　彩華･岩佐　京佳

阪本　亜弥･早田　佳奈子･濱中　珠穂･谷口　藍梨･山崎　萌･津田　京香･平山　千佐･水谷　茉莉耶

加来　穂夏･水口　苑香･松岡　千夏･廣居　沙彩･畠中　紅都子･皆川　萌恵･小島　彩華･竹添　夏希

平野　里佳･平村　愛理･鈴木　玲奈･野崎　智花･福田　実咲･前島　涼香･亀石　恵未･内田　杏香

選手名


