
男子規定組演武 男子自由組演武
コート 番号 都道府県 学校名 コート番号 都道府県 学校名

⑤ 3 兵庫 神戸龍谷高校 片山　寛之 西澤　大輝 ① 5 兵庫 相生産業高校 笠原　郁弥 應地　一麻
⑤ 7 千葉 桜林高校 折笠　直人 吉田　大勝 ① 7 和歌山 向陽高校 吉信　彰人 上野　雄大
⑤ 8 愛知 中部大学第一高校 熊谷　　僚 樋口　浩太 ① 12 宮城 塩釜高校 山田　智也 大宮　啓輔
⑤ 12 奈良 奈良一条高校 貴田　浩平 宮脇　尚輝 ① 14 和歌山 笠田高校 門　　大貴 森脇　勇貴
⑤ 20 埼玉 小川高校 粟生田　誠 安藤　大輝 ① 18 東京 早稲田実業学校高等部 田部井祐介 髙田　耕平
⑤ 21 和歌山 神島高校 田中　駿介 石神佑貴也 ① 20 神奈川 慶應義塾高校 青木　真秀 今西　悠介
⑤ 23 新潟 新津南高校 田沢　文人 山口　将司 ① 24 兵庫 報徳学園高校 伊東　優太 辻　　晃樹
⑤ 25 京都 南京都高校 表　　直矢 佐上　勇輝 ① 28 埼玉 川越東高校 高田　京吾 豊田　竜大
⑥ 37 和歌山 南部高校 山﨑　厚志 山本　有輝 ① 30 千葉 桜林高校 持田　季輝 萩野谷大貴
⑥ 38 埼玉 狭山清陵高校 白石　和馬 長崎　達也 ② 34 愛知 中部大学第一高校 伊藤　　輝 安友　健一
⑥ 41 東京 桜丘高校 立原　正冬 吉田　英隆 ② 37 兵庫 報徳学園高校 斉藤　壮史 山口　　翼
⑥ 42 新潟 三条東高校 石高　将博 関崎　倖雅 ② 38 静岡 聖隷クリストファー高校 藤田　　豊 小野　竜弥
⑥ 49 千葉 志学館高等部 渡部　大介 野村　恭平 ② 40 群馬 桐生高校 岩脇　　駿 四宮　　健
⑥ 50 和歌山 神島高校 山中　公次 山本　恭平 ② 41 岡山 関西高校 井上　　陸 丹下　友裕
⑥ 52 奈良 奈良一条高校 西村　俊貴 坂本　哲世 ② 42 千葉 志学館高等部 田浦　翔太 松本　成月
⑥ 53 埼玉 いずみ高校 佐藤　太一 秋山　瑞季 ② 58 青森 五所川原工業高校 山田　　大 山田　　仁

② 60 新潟 新津南高校 田村　　龍 田才　隼人

女子規定組演武 女子自由組演武
コート 番号 都道府県 学校名 拳士名 コート番号 都道府県 学校名

⑦ 3 京都 京都女子高校 大場　千裕 森田　奈緒 ③ 6 兵庫 姫路商業高校 森本　恵子 山本　祐加
⑦ 5 大阪 好文学園女子高校 市橋　唯花 北田　恵子 ③ 7 北海道 札幌開成高校 上窪　美穂 高嶺　萌子
⑦ 7 群馬 樹徳高校 前原　美里 澤田　朱里 ③ 10 埼玉 越ケ谷高校 髙久保杏実 金子　実樹
⑦ 9 埼玉 小川高校 新井　綾乃 田村　　香 ③ 11 和歌山 笠田高校 西山亜由美 米島　千尋
⑦ 11 奈良 奈良一条高校 古地菜月美 西村　有加 ③ 12 東京 富士見丘高校 山本　　望 岡本みさと
⑦ 16 東京 富士見丘高校 今村　瑛里 佐川　麻理 ③ 16 愛知 中部大学第一高校 岩月　梨愛 三田　淳奈
⑦ 21 大阪 泉北高校 喜多ほの実 宮尾　彩花 ③ 18 兵庫 相生産業高校 中川　真帆 武本　育歩
⑦ 24 広島 福山高校 服部　真子 李　　祐希 ③ 21 兵庫 姫路商業高校 吉田　有沙 宇野真里奈
⑧ 31 奈良 奈良一条高校 上野　由葉 米澤　里奈 ④ 27 兵庫 姫路商業高校 野田　　郁 西本　菜美
⑧ 34 東京 国立高校 内田　万結 島本　　恵 ④ 30 大阪 泉北高校 中田　佳那 長谷　小春
⑧ 35 宮城 東北高校 岡崎　聖奈 百井　香穂 ④ 32 千葉 志学館高等部 近藤理恵子 大石　七虹
⑧ 36 兵庫 姫路商業高校 河合　奈緒 前川　幸穂 ④ 33 和歌山 橋本高校 矢野　紅音 村上菜実子
⑧ 38 大阪 泉北高校 吾郷　理奈 多田　充里 ④ 34 静岡 聖隷クリストファー高校 生熊かおり 服部　真子
⑧ 43 和歌山 神島高校 田上　真悠 藤原　美奈 ④ 43 兵庫 相生産業高校 山本　眞琴 中田　早紀
⑧ 48 大阪 好文学園女子高校 岡村　真穂 川野　桃代 ④ 45 和歌山 神島高校 沖見　祐紀 岩元　　叶
⑧ 49 静岡 聖隷クリストファー高校 青嶋　　恵 茗荷　理沙 ④ 46 新潟 新津南高校 中野　香衣 齊藤　志帆

拳士名 拳士名

拳士名


