
■男子組演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

小松南部中学校 石川県 日光　駿太 二段

松陽中学校 石川県 土本　拓実 二段

摂津第二中学校 大阪府 沢良木　駿介 初段

摂津第二中学校 大阪府 沢良木　優介 初段

皇子山中学校 滋賀県 箕浦　康介 初段

仰木中学校 滋賀県 戸田　圭次朗 初段

豊中第十中学校 大阪府 鍬田　由典 初段

豊中第十三中学校 大阪府 仁科　天太 初段

聖隷クリストファー中学校 静岡県 高山　純弥 4級

聖隷クリストファー中学校 静岡県 安藤　和志 4級

摂津第二中学校 大阪府 藤本　柊弥 2級

茨木南中学校 大阪府 レツウン　チィ 初段

■男子単独演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

1 高丘中学校 兵庫県 中本　楓真 二段

2 岡崎南中学校 愛知県 伊藤　真一 初段

3 辰口中学校 石川県 上口　大和 初段

4 泉南中学校 大阪府 神保　大地 初段

5 石狩花川中学校 北海道 上西　翔太 初段

6 白峰中学校 香川県 河野　隼斗 初段

■男子団体演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

小松南部中学校 石川県 日光　駿太 二段

松陽中学校 石川県 土本　拓実 二段

辰口中学校 石川県 上口　大和 初段

辰口中学校 石川県 伊藤　大地 初段

辰口中学校 石川県 村井　渉悟 初段

根上中学校 石川県 中野　陽太 3級

辰口中学校 石川県 谷崎　日向汰 4級

根上中学校 石川県 山出　悦史 4級
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石狩花川中学校 北海道 山本　晴斗 2級

石狩花川中学校 北海道 山本　龍輝 2級

石狩花川北中学校 北海道 末廣　一刀 初段

石狩花川中学校 北海道 工藤　優馬 2級

石狩花川中学校 北海道 奥村　尚之 初段

花川南中学校 北海道 福井　皐月 初段

花川中学校 北海道 大西　凌真 初段

前田中学校 北海道 柴田　準晟 初段

一燈園中学校 京都府 山本　瑞生 初段

一燈園中学校 京都府 近藤　保仁 初段

一燈園中学校 京都府 木村　柊太 初段

一燈園中学校 京都府 久家　悠睦 2級

一燈園中学校 京都府 安田　伊志 4級

一燈園中学校 京都府 近藤　芳尋 5級

洛水中学校 京都府 高橋　羽流生 二段

洛水中学校 京都府 宮下　紅音 初段

京都橘中学校 京都府 辻川　祐太朗 二段

向島中学校 京都府 森本　光瑠 二段

深草中学校 京都府 岡田　瞭 初段

伏見中学校 京都府 田澤　昌玖 初段

夜須中学校 福岡県 山口　遼弥 初段

十文字中学校 福岡県 杉山　奏太 初段

夜須中学校 福岡県 田中　昇太 初段

甘木中学校 福岡県 國部　莉功 初段

夜須中学校 福岡県 大楠　駿吉 初段

夜須中学校 福岡県 黒田　燎央 1級

三輪中学校 福岡県 笹部　海斗 初段

東陵中学校 愛知県 川村　元洋 初段

東陵中学校 愛知県 新郷　考生 初段

鎌倉台中学校 愛知県 牧村　斗偉 初段

東陵中学校 愛知県 吉水　友佑 初段

左京山中学校 愛知県 中田　暮翼 初段

原中学校 愛知県 石田　俊裕 初段

6

4

5

3

2



■女子組演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

摂津第五中学校 大阪府 越智　桃歌 初段

摂津第二中学校 大阪府 霜田　華 2級

石狩花川中学校 北海道 佐藤　瑚桜 初段

藤女子中学校 北海道 葛西　菜実 初段

石狩花川中学校 北海道 佐藤　春陽 初段

石狩花川中学校 北海道 米田　奈花 初段

一宮奥中学校 愛知県 江藤　心美 初段

一宮奥中学校 愛知県 杉本　真優 2級

富士見丘中学校 東京都 熊谷　梨花 2級

富士見丘中学校 東京都 鈴木　花香 2級

関西大学北陽中学校 大阪府 山口　楓翔 初段

豊中第十二中学校 大阪府 越智　さくら 3級

■女子単独演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

1 富良野東中学校 北海道 松本　みのり 2級

2 岩出中学校 和歌山県 谷脇　伶香 初段

3 子持中学校 群馬県 小田切　紗羅 初段

4 東陽中学校 岡山県 田口　未由 初段

5 聖隷クリストファー中学校 静岡県 井口　京香 1級

6 倉敷北中学校 岡山県 横田　知穂美 二段

■女子団体演武の部

順位 所属 都道府県 氏名 武階

石狩花川中学校 北海道 佐藤　春陽 初段

石狩花川中学校 北海道 米田　奈花 初段

石狩花川中学校 北海道 佐藤　瑚桜 初段

藤女子中学校 北海道 葛西　菜実 初段

石狩花川中学校 北海道 名塩　ゆら 初段

石狩花川中学校 北海道 井上　沙耶 初段

石狩花川中学校 北海道 葛西　穂乃 初段

石狩花川中学校 北海道 武田　美咲 初段
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賢明女子学院中学校 兵庫県 津田　真理 2級

賢明女子学院中学校 兵庫県 長尾　姫奈 2級

賢明女子学院中学校 兵庫県 小泉　ひかる 2級

賢明女子学院中学校 兵庫県 中尾　早希 2級

賢明女子学院中学校 兵庫県 花里　美奈 4級

賢明女子学院中学校 兵庫県 大西　華生 見習

賢明女子学院中学校 兵庫県 佐々木　ひかり 見習

南部中学校 和歌山県 大山　葵 二段

南部中学校 和歌山県 南部　琴子 二段

南部中学校 和歌山県 小西　杏奈 初段

南部中学校 和歌山県 大川　菜々未 初段

南部中学校 和歌山県 大江　里佳 初段

南部中学校 和歌山県 尾原　玲菜 初段

富士見丘中学校 東京都 鈴木　花香 2級

富士見丘中学校 東京都 内山　円璃 2級

富士見丘中学校 東京都 田北　琴子 2級

富士見丘中学校 東京都 熊谷　梨花 2級

富士見丘中学校 東京都 三塚　百々花 2級

富士見丘中学校 東京都 落合　桃子 4級

富士見丘中学校 東京都 二之宮　巴菜 4級

富士見丘中学校 東京都 佐藤　水芳 2級

早稲田実業学校中等部 東京都 池田　弥来 1級

早稲田実業学校中等部 東京都 久保田　羽菜 1級

早稲田実業学校中等部 東京都 古澤　理央 1級

早稲田実業学校中等部 東京都 柳川　弥里 4級

早稲田実業学校中等部 東京都 高松　莉良 4級

早稲田実業学校中等部 東京都 中山　心晴 4級

早稲田実業学校中等部 東京都 萩原　藍 4級

早稲田実業学校中等部 東京都 本橋　果子 4級

長栄中学校 大阪府 新井　向日葵 初段

寝屋川第六中学校 大阪府 疋田　光 初段

小阪中学校 大阪府 水掫　寿玲 初段

玉川中学校 大阪府 甲斐　葵惺 初段

若江中学校 大阪府 田実　ひなの 初段

若江中学校 大阪府 山下　彩名 初段
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