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小学３ 年生　 男子個人　 形 小学３ 年生　 男子個人　 組手

岡崎　至輝 川満　健竜

川満　健竜 吉田　侑馬

篠崎　汐音 　塚本　悠太

　國吉　康太 　國吉　康太

　髙緑　海翔 池田　朝陽

　高木　比呂 岡崎　至輝

小学３ 年生　 女子個人　 形 小学３ 年生　 女子個人　 組手

滝川　つづみ 　滝口　華菜

　御幡　ゆめ 　下山　亜実

　滝口　華菜 滝川　つづみ

　下山　亜実 　御幡　ゆめ

小学４ 年生　 男子個人　 形 小学４ 年生　 男子個人　 組手

千葉　翔太 　高崎　晴心

　林　大聖 小壁　悠星

　石井　康介 　後藤　響輝

　高崎　晴心 　松本　旺太

　徳江　隆輝 　長谷川　匠

　長谷川　匠 　大川　幸祐

小学４ 年生　 女子個人　 形 小学４ 年生　 女子個人　 組手

川本　仁香 中島　奈緒

　渡辺　萌 　前田　有彩

　西川　光蘭 　渡辺　萌

　吉田　深雪 　千葉　真衣

　千葉　真衣 入澤　亜衣　

　花上　友梨 　菊地　真優

小学５ 年生　 男子個人　 形 小学５ 年生　 男子個人　 組手

末木　翔馬 佐藤　那哉

　永尾　海音 　長井　温輝

　鈴木　大悟 末木　翔馬

　西　和真 　森永　啓斗

　黒澤　賢史郎 　村上　悠空

　新岡　匠 　鈴木　大悟

小学５ 年生　 女子個人　 形 小学５ 年生　 女子個人　 組手

築地　友布加 築地　友布加

　日向　七海 　日向　七海

　渡辺　未来 　渡辺　未来

　北原　愛菜 　内田　心春

　蒲生　あゆな 　北原　愛菜

　根本　珠海 増渕　萌英子
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小学６ 年生　 男子個人　 形 小学６ 年生　 男子個人　 組手

市東　達也 　今野　竜誠

　今野　竜誠 　岡本　紘直

　須藤　結亮 三木　稜太

　岡本　紘直 　三浦　誠司

　中村　海斗 　竹内　匠

　葉満田　然 市東　達也

小学６ 年生　 女子個人　 形 小学６ 年生　 女子個人　 組手

花岡　瑠菜 吉川　紅緒

　平岩　明也 花岡　瑠菜

　　鵜坂　柚希　 佐藤　凜　

　犬丸　麻耶 　龍　愛弓

　龍　愛弓 平岩　明也

　三枝　美月 　三枝　美月

中学１ 年生　 男子個人　 形 中学１ 年生　 男子個人　 組手

高橋　飛翔 高橋　飛翔

　川島　慶士 　　田中　優大　

　栗原　隆行 　　松井　和明　

　　田中　優大　 　栗原　隆行

　　松井　和明　 　根本　凌翔

　齊藤　優貴 　齊藤　優貴

中学１ 年生　 女子個人　 形 中学１ 年生　 女子個人　 組手

　林　美有香 　林　美有香

　八馬　菜月 　横山　千恵

　天野　千帆 　天野　千帆

　横山　千恵 川　歩美

　高橋　眞心 　八馬　菜月

　宮　毬花 　高橋　眞心

中学２ 年生　 男子個人　 形 中学２ 年生　 男子個人　 組手

池田　祐輔 　平井　龍晟

　鵜坂　俊輔 池田　祐輔

　　瀧本　聖人　 　羽石　武将

　大石　空雅 　大石　空雅

　羽石　武将 　篠崎　拓海

　平井　龍晟 　鵜坂　俊輔

中学２ 年生　 女子個人　 形 中学２ 年生　 女子個人　 組手

　鈴木　七月生 　長井　桃愛

　市東　夏海 　市東　夏海

　長井　桃愛 　鈴木　七月生

　鈴木　優花 本澤　瑞穂

　飯田　初音 　飯田　初音

　大川　弥久 　大川　弥久
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中学３ 年生　 男子個人　 形 中学３ 年生　 男子個人　 組手

今野　羅偉輝 今野　羅偉輝

　八馬　隼世 　八馬　隼世

　　松田　直樹　 　関根　辰哉

　関根　辰哉 －

中学３ 年生　 女子個人　 形 中学３ 年生　 女子個人　 組手

　龍　麻優子 　龍　麻優子

　三木　萌花 　三木　萌花

高校生　 男子個人　 形 高校生　 男子個人　 組手

平野　将義 本多　玄馬

　佐藤　喜太郎 　田口　浩輔

　　松田　凌弥　 　　松田　凌弥　

　水谷　綾真 　　　坂野　颯樹　　

　高田　蛍佑 　高田　蛍佑

　百武　毅 　百武　毅

高校生　 女子個人　 形 高校生　 女子個人　 組手

脇田　蒼莉 　大岩　恵利花

　鈴木　笑美 　三浦　彩

　　　小口　莉央　　 　　　小口　莉央　　

　岡本　真理 　岡本　真理

　三浦　彩 　佐藤　千夏

　大岩　恵利花 　鈴木　笑美

一般　 男子個人　 形 一般　 男子個人　 組手

天野　陽介 本多　和馬

　池田　透 大沢　努

　武田　佑馬 　宮本　健司

　飯島　崇 　伊藤　恵介

　太田　誠 　太田　誠

－ 佐伯　清冶

一般　 女子個人　 形 一般　 女子個人　 組手

小出　亜弥芽 椎名　優

　日暮　彩乃 　日暮　彩乃

　海保　千佳 　小林　京香

　小林　京香 小出　亜弥芽

　蒲原　琴音 　蒲原　琴音

－ 高橋　望月
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団体戦

一般　形 一般　組手

天野　陽介 本多　和馬

　太田　誠 大澤　努

　本多　和馬 　宮本　健司

　伊藤　恵介

　太田　誠

佐伯　清治
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