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優　勝 準優勝 三　位 三　位

大学・一般 雄翔館富山ＳＣ 高砂武蔵 遊心館 雄翔館富山ＳＣ

男女 綿引　真紀 福島　誠次 楠田　渓 長浜　俊一

幼年 攻誠館 攻誠館 蒼龍館 友心館

男女 清水　陽稀 小野　源司 久保　美佐希 水野　陽太

低学年 攻誠館 高砂武蔵 ＹＡＴＯＯ！館 自灯館

男女 小野　司 橋本　尚也 大同　結季渡 後藤　隼平

高学年 柏原道場 ＹＡＴＯＯ！館 攻誠館 富翔館

男女 藤原　唯人 堀田　直希 長谷川　進 井上　大空

中学生 攻誠館 柏原道場 攻誠館 有朋館

男女 野中　翔 藤原　叶多 長谷川　雅 古家　有偲

高校・大学 富翔館 友心館 今吹衆 友心館

男 弘田　翼 原田　優作 髙島　有護 寺岡　晶矢

高校以上 友心館 友心館 一心塾 蒼龍館

女 頭本　紗樹 竹中　美優 石田　ゆか 山本　華奈

一般有級 健心塾 健心塾 吹田道場 今吹衆

男女 長野　祥之 山田　邦人 上之薗　崇 松井　秀幸

一般有段 蒼龍館 遊心館 道心塾 友心館

男 藤岡　秋介 楠田　渓 川合　裕 奥田　克幸

幼年 蒼龍館 蒼龍館 攻誠館 自灯館

男女 長手　諒太 久保　美佐希 清水　陽稀 石上　幌純

低学年 ＹＡＴＯＯ！館 友心館 高砂武蔵 友心館

男女 金澤　音々 染田　美星 橋本　尚也 疋田　裕輝

高学年 ＹＡＴＯＯ！館 ＹＡＴＯＯ！館 攻誠館 攻誠館

男女 堀田　和希 清野　翔太郎 小野　栄輝 長谷川　進

中学生 友心館 攻誠館 ＹＡＴＯＯ！館 攻誠館

男女 畑中　惟吹 長谷川　雅 和田　士音 野中　翔

高校・大学 富翔館 友心館 松朗館 友心館

男 弘田　翼 浜田　陸海 佐々木　晟人 寺岡　晶矢

高校以上 小坂井童夢殿 蒼龍館 一心塾 富翔館

女 和田　いくな 山本　華奈 石田　ゆか 峯野　彩香

一般有級 吹田道場 健心塾 吹田道場 健心塾

男女 上之薗　崇 長野　祥之 稲葉　勲 山田　邦人

一般有段 蒼龍館 蒼龍館 天武羅 真成苑

男 藤岡　秋介 大森　一夫 辻村　誠崇 磯上　裕宜

低学年 ＹＡＴＯＯ！館 自灯館 攻誠館 攻誠館

男女 金澤　音々 石上　耕玄 村嵜　太亮 小野　司

高学年 富翔館 有朋館 有朋館 自灯館

男女 藤丸孝太郎 石原　大揮 古家　遼大 石上　つぐみ

中学以上 富翔館 鵬士館 富翔館 友心館

男女 林田　光貴 大西　英樹 竹本　一樹 浜田　陸海

中学以上 攻誠館 攻誠館 真成苑 友心館

男女 野中　翔 長谷川　雅 磯上　裕宜 前川　祥輝

中学以上 富翔館 高砂武蔵 ＹＡＴＯＯ！館 蒼龍館

男女 弘田　翼 福島　誠次 刈屋　大介 木岡　茂樹

中学以上 武遊殿 遊心館 婆娑羅 岸和田土生

男女 岸下　裕哉 楠田　渓 古川　秀晃 上野　文華

中学以上 蒼龍館 天武羅 吹田道場 道心塾

男女 藤岡　秋介 辻村　誠崇 稲葉　勲 古川　昇
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優　勝 準優勝 三　位

富翔館 真成苑 眞正会

弘田　翼 中尾　沙光 副島　清輝

林田　光貴 粟井　聡 楠田　渓

竹本　一樹 磯上　裕宜 岩崎　優

優　勝 準優勝 三　位

友心館　A 攻誠館Ｂ 蒼龍館　C

竹中　美優 長谷川　進 木岡　夢結

疋田　真人 村嵜　小次郎 木岡　昌義

原田　彩希 村上　　優 山口　智菜

優　勝 準優勝 三　位

友心館Ａ 攻誠館A 友心館Ｃ

濱田　陸海 野中　翔 原田　彩希

畑中　惟吹 長谷川　雅 頭本　紗樹

原田　優作 村上　颯 疋田　真人

伊東　鉄太 竹中　美優

クラブ対抗団体戦

クラブ対抗団体戦

団体戦

チーム名

先　　鋒

次　　鋒
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