
競技別 部門 優勝 準優勝 敢闘賞

守屋 水結
橋本 柊
伊左治 颯仁

小学１年 女子 友田 晴七 服部 美咲 河邑 みつえ 渡邊 深月
小学１年 男子 尼野 晴琉 小川 航正 松山 依央理 原 莉貴
小学２年 女子 劉 子墨 植松 七海 蓮沼 風花 蓮沼 星花
小学２年 男子 金子 陸玖 植松 陸 丹下 湧太郎 守屋 颯真
小学３年 女子 佐藤 さくら 原 希衣 佐藤 杏心 澁谷 真宇
小学３年 男子 柏村 陽仁 森 賢人 長井 力軌 松山 碧磨
小学４年 女子 森岡 柚希 手塚 叶愛 伊左治 柚希
小学４年 男子 安田 啓樹 佐藤 英明

小学５・６年 女子 金 奏良 高橋 心葉
小学５・６年 男子 莪山 蒼翔 河村 昭吉 山口 陽真 清水 虎次朗

中学生 女子 森永 うらら 金子 陽音
中学生 男子 高橋 琥珀 江浦 心輝 莪山 大智 佐藤 那心

高校・一般 女子 小倉 涼 湯澤 葵
高校・一般 男子 貝増 和暉 森 健司

シニア 女子 益田 加代子 石原 朋子 富岡 聡子
シニア 男子 田島 哲也 中里 勝正

益田 瑛太
日向 壱成
河邑 嘉邦
加藤 薫平

小学１年 女子 友田 晴七 金城 雅藍 服部 美咲
小学１年 男子 尼野 晴琉 北橋 圭登 小川 航正 澤田 拓翔
小学２年 女子 劉 子墨 蓮沼 星花 森 絢 蓮沼 風花
小学２年 男子 金子 陸玖 野本 浩士朗 植松 陸 森岡 和毅
小学３年 女子 石川 和佳 佐藤 杏心 楠 真歩 川島 優佳
小学３年 男子 ダンテ アズィズ 長井 力軌 松山 碧磨 森 賢人
小学４年 女子 手塚 叶愛 森岡 柚希 伊左治 柚希
小学４年 男子 安田 啓樹 佐藤 英明 中川 新太

小学５・６年 男子 湯澤 日向 莪山 蒼翔 河村 昭吉 田邉 礼
中学生 女子 森永 うらら 金子 陽音 森 こころ 野口 華楓
中学生 男子 莪山 大智 江浦 心輝 佐藤 那心

高校・一般 女子 小倉 涼 湯澤 葵
高校・一般 男子 森 健司 貝増 和暉

シニア 女子 石原 朋子 丹下 早織
シニア 男子 田島 哲也 中里 勝正

佐々木 基成
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組手

幼児 男女 守屋 水結 伊左治 颯仁 絹谷 幸介

３位

形

幼児 男女 大柿 心太郎 安藤 帆崇 寺田 奈月 日向 壱成


