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優　勝 準優勝 三　位 三　位

大学・一般 高砂武蔵 高槻クラブ 富山県 蒼龍館

男女 浦川　渚人 西田　彩乃 長浜　俊一 藤岡　秋介

幼年 攻誠館 攻誠館 友心館 友心館

男女 小野　源司 廣本　峰大 下川　瑛太郎 水野　陽太

低学年 友心館 有朋館 蒼龍館 攻誠館

男子 遠矢　楓翔 清原　維人 久保　俊介 村嵜　太亮

低学年 蒼龍館 友心館 護誠館 蒼龍館

女子 木岡　夢結 遠矢　妃莉 高島　愛有 久保　美佐希

高学年 富翔館 攻誠館 蒼龍館 攻誠館

男子 佐野　航輔 村嵜　小次郎 木岡　昌義 小野　栄輝

高学年 臥龍塾 蒼龍館 攻誠館

女子 金澤　音々 前田　帆乃香 前田　　凜

中学生 真成苑 攻誠館 攻誠館 攻誠館

男子 下夷　竜生 野中　翔 長谷川　進 村上　颯

中学生 真成苑 友心館

女子 梅谷　実和 坂口　菜佳

高校生 真成苑 柏原高校 柏原高校 友心館

男子 市古　憲一郎 野田　侑暉 田中　良磨 今井　祥貴

高校生 蒼龍館 友心館 友心館

女子 山本　華奈 原田　彩希 竹中　優生

大学・一般 高砂武蔵 有朋館 蒼龍館

男子 福島　誠次 土井　翼 大森　一夫 古川　秀晃

大学・一般 有朋館 吹田道場 仏教大学

女子 洲崎　亜佐子 杉浦　花菜 橋本　花菜

幼年 攻誠館 富翔館 友心館 神戸鈴蘭台

男女 小野　源司 藤澤　那奈 下川　瑛太郎 近藤　技貴

大学・一般 蒼龍館 友心館 富翔館 神戸市

男子 藤岡　秋介 濱田　陸海 弘田　翼 粟井　聡

大学・一般 高槻クラブ 仏教大学 仏教大学

女子 西田　彩乃 八木　知花 小谷　沙耶佳

低学年 友心館 友心館 友心館 有朋館

男子 黒川　桂吾 水野　和輝 遠矢　楓翔 清原　維人

低学年 蒼龍館 友心館 友心館 蒼龍館

女子 木岡　夢結 遠矢　妃莉 吉岡　美空 岡田　唯花

高学年 蒼龍館 一心塾 富翔館 富翔館

男子 河内　唯成 村田　瑞稀 佐野　航輔 秋武　伊吹

高学年 臥龍塾 攻誠館 攻誠館

女子 金澤　音々 村上　優 前田　　凜

中学生 真成苑 柏原道場 富翔館 攻誠館

個人戦

基　本

小太刀

長　剣
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男子 下夷　竜生 藤原　叶多 櫻井　大輝 野中　翔

中学生 友心館 真成苑

女子 坂口　菜佳 梅谷　実和

高校生 友心館 真成苑 友心館 柏原高校

男子 今井　祥貴 市古　憲一郎 前川　祥輝 田中　良磨

高校生 友心館 蒼龍館 友心館

女子 竹中　優生 山本　華奈 原田　彩希

大学・一般 真成苑 蒼龍館 履正十三 臥龍塾

男子 磯上　裕宜 藤岡　秋介 和田　清隆 井上　忍

大学・一般 友心館 仏教大学 仏教大学

女子 西田　彩乃 橋本　花菜 小谷　沙耶佳

大学以上 仏教大学 高槻クラブ 高砂武蔵 婆娑羅

男女 田中　力 伊地知　基見 浦川　渚人 田中　成生

大学以上 真成苑 高砂武蔵 蒼龍館

男女 磯上　裕宜 福島　誠次 山本　崇文

大学以上 富翔館 富翔館 婆娑羅 道心塾

男女 弘田　翼 奥野　浩二 古川　秀晃 川合　裕

大学以上 天武羅 道心塾 臥龍塾

男女 辻村　誠崇 山崎　和人 井上　忍

優　勝 準優勝 三　位 三　位

友心館 蒼龍館 富翔館 吹田A

濱田　陸海 大森　一夫 弘田　翼 杉浦　正矩

濱田　風磨 藤岡　秋介 奥野　浩二 渡辺　洋祐

奥田　克幸 山本　崇文 峯野　尚之 上之薗　崇

団体戦

チーム名

先　　鋒

次　　鋒

大　　将

槍棒杖

両手長剣

盾長剣

盾小太刀

二　刀


