
男子単独演武決勝進出者
都道府県 学校名 拳士名

千葉県 桜林 小森　勇輝

福岡県 朝倉東 交野　翔大

青森県 青森工業 蝦名　侑也

京都府 府立乙訓 森川　慈仁

和歌山県 笠田 小林　聖樹

新潟県 新潟明訓 福田　悟

宮城県 東北学院 岩瀬　勝稔

北海道 富良野 青木　蓮弥

大阪府 大産大附 木原　結城

埼玉県 川越東 中村　拓夢

山口県 萩商工 三好　隼人

東京都 早稲田実業 江藤　優

埼玉県 城北埼玉 堂脇　周平

岡山県 関西 井上　陸

和歌山県 南部 宮本　一輝

兵庫県 相生産業 下山　祥来

男子組演武決勝進出者
都道府県 学校名

和歌山県 神島 平山　和樹 石神　貴光

静岡県 聖隷クリストファー 藤田　豊 小野　竜弥

東京都 早稲田実業 橋本　航 石井　秀憲

埼玉県 川越東 高田　京吾 豊田　竜大

北海道 北海学園札幌 法理　健太 永山　奨

東京都 早稲田実業 田部井　祐介 髙田　耕平

青森県 五所川原工業 山田　大 山田　仁

和歌山県 笠田 森脇 勇貴 門 大貴

拳士名

和歌山県 笠田 森脇　勇貴 門　大貴

兵庫県 相生産業 笠原　郁弥 應地 　一麻

千葉県 桜林 森田　優太 持田　季輝

愛知県 中部大第一 伊藤　輝 安友　健一

新潟県 新津南 田村　龍 田才　隼人

京都府 南京都 薮　賢太 牧野　涼一

愛知県 中部大第一 辻野　晴樹 山田　創也

兵庫県 報徳学園 渡辺　慶 伊東　優太

千葉県 志学館 田浦　翔太 松本　成月

男子団体演武決勝進出者
都道府県 学校名

宮城県 塩釜

広島県 広島城北

千葉県 志学館

愛知県 中部大第一

大阪府 大産大附

埼玉県 川越東

青森県 十和田工業

静岡県 聖隷クリストファー

東京都 早稲田実業

山口県 萩商工

和歌山県 神島

兵庫県 相生産業



女子単独演武決勝進出者
都道府県 学校名 拳士名

東京都 富士見丘 山本　望

大阪府 好文学園 田中　涼香

新潟県 村上桜ヶ丘 伊藤　奈菜

千葉県 桜林 石毛　葉月

大阪府 大産大附 笹川　万稀

高知県 高知小津 田岡　柚里

兵庫県 佐用 浦元　沙也加

新潟県 白根 高橋　惟沙樹

宮城県 塩釜 文屋　友里

東京都 国立 上村　史佳

青森県 五所川原工業 葛西　彩乃

佐賀県 佐賀女子 下村　瑛美

和歌山県 橋本 細野　夏帆

山口県 萩商工 大坂屋　真理

新潟県 新潟 伊勢　歩実

和歌山県 南部 鈴木　しおり

女子組演武決勝進出者
都道府県 学校名

埼玉県 越ヶ谷 高久保　杏実 金子　実樹

群馬県 樹徳 平澤　成美 矢島　薫子

千葉県 成田国際 松川　風美香 伊藤　あさひ

兵庫県 姫路商業 森本　恵子 山本　祐加

愛媛県 北宇和 西野　ちはる 西野　裕理

千葉県 成田国際 志村　恵美 大屋　友華

奈良県 奈良市立一条 古地　菜月美 米澤　里奈

兵庫県 相生産業 中川 真帆 武本 育歩

拳士名

兵庫県 相生産業 中川　真帆 武本　育歩

静岡県 静岡西 八木　佳奈子 望月　愛弓

和歌山県 笠田 西山　亜由美 米島　千尋

愛知県 中部大第一 大森　茜 三田　淳奈

大阪府 泉北 喜多　ほの実 宮尾　彩花

和歌山県 神島 西山　千香 沖見　祐紀

静岡県 聖隷クリストファー 生熊　かおり 服部　真子

青森県 五所川原第一 佐藤　晏華 宮越　千郊

大阪府 泉北 中田　佳那 長谷　小春

女子団体演武決勝進出者
都道府県 学校名

宮城県 塩釜

茨城県 土浦第二

千葉県 成田国際

埼玉県 越ヶ谷

新潟県 新潟南

青森県 五所川原第一

神奈川県 有馬

大阪府 好文学園

東京都 早稲田実業

静岡県 静岡西

和歌山県 神島

兵庫県 姫路商業


