
日　時
場　所
主　催

主　管

個人戦 優　勝 準優勝 三　位 三　位

攻誠館 学研 学研 友心館

廣本　峰大 荊木　明 吉田　達身 又吉　華凪

１０～７級 蒼龍館 攻誠館 城東成育 健心塾

小学１・２年 久保　美佐希 小野　源司 豊田　颯一郎 山田　和柚葵

８～５級 友心館 友心館 有朋館 健心塾

小学３・４年 遠矢　妃莉 黒川　桂吾 清原　維人 山田　和晃蓮

５～２級 健心塾 富翔館 攻誠館 友心館

小学５・6年 山田　和歌杏 櫻井　碧翔　 村上　優 畑中　棟伍

３級～初段 攻誠館 Yatto館 臥龍塾 富翔館

中学生 長谷川　進 堀田　直希 和田　士音 佐野　航輔

２級～有段 蒼龍館 友心館 攻誠館 柏原高校

高校生 山本　華奈 竹中　優生 長谷川　雅 田中　良磨

有級・有段 高砂武蔵 健心塾 蒼龍館 有朋館

大学・一般 浦川　渚人 山田　邦人 藤岡　秋介 永野　詩織

富翔館 有朋館 学研 蒼龍館

長束　郁澄 清水　燿亮 九鬼　暖馬 楢田　愛佳

１０～７級 攻誠館 友心館 Yatto館 河内長野

小学1・2年男子 小野　源司 水野　陽太 藤木　朱生 谷口　慶将

８～５級 友心館 攻誠館 富翔館 友心館

小学3・4年男子 黒川　桂吾 村嵜　太亮 藤澤　郁哉 平井　健太郎

５～２級 臥龍塾 蒼龍館 攻誠館 履正十三

小学5・6年男子 西岡　蓮太郎 山本　晃希 大西　浩太郎 黒田　颯

１０～６級 友心館 蒼龍館 友心館 攻誠館

小学低学年女子 吉岡　美空 久保　美佐希 高田　美雨 園部　苺果

有級・有段 婆裟羅 友心館 愛媛県 婆裟羅

大学・一般男子 古川　秀晃 水野　明 大西　英樹 田中　成生

有級・有段 有朋館 攻誠館 健心塾 有朋館

大学・一般女子 永野　詩織 長谷川　雛 山田　曜穂 洲崎　亜佐子

攻誠館 Yatto館 学研 友心館

廣本　峰大 福良　薫風 荊木　明 又吉　華凪

５～２級 攻誠館 富翔館 有朋館 健心塾

小学5・6年男子 小野　司 櫻井　碧翔 河野　壱青 羽根　愛喜

７～２級 攻誠館 健心塾 高砂武蔵 蒼龍館

小学高学年女子 村上　優 山田　和歌杏 小川　まひろ 岡田　唯花

３級～初段 Yatto館 Yatto館 富翔館 城東成育

中学生男子 堀田　和希 堀田　直希 佐野　航輔 松岡　正剛

２級～有段 攻誠館 攻誠館 真成苑 真成苑

高校生男子 前田　龍希 野中　翔 市古　憲一郎 竹末　琉生

有級・有段 神戸市 友心館 友心館 有朋館

大学・一般男子 粟井　聡 浜田　風磨 浜田　陸海 境　尚良
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８～５級 友心館 友心館 健心塾 攻誠館

小学3・4年男子 遠矢　楓翔 水野　和輝 羽根　皇我 廣本　風斗

５～２級 攻誠館 攻誠館 蒼龍館 友心館

小学5・6年男子 村嵜　小次郎 小野　栄輝 河内　唯成 疋田　裕輝

２級～有段 友心館 友心館 蒼龍館 真成苑

中学高校女子 竹中　優生 奥野　真帆 山本　華澄 梅谷　実和

有級・有段 蒼龍館 真成苑 友心館 高砂純心

大学・一般男子 藤岡　秋介 磯上　裕宜 奥田　克幸 依田　純太

１０～７級 神戸鈴蘭台 富翔館 蒼龍館 攻誠館

小学1・2年男子 近藤　技貴 山本　勘玄 長手　諒太 小野　源司

８～５級 友心館 有朋館 友心館 友心館

小学3・4年男子 遠矢　楓翔 清原　維人 平井健太郎 水野　和輝

１０～６級 蒼龍館 健心塾 富翔館 城東成育

小学低学年女子 久保　美佐希 山田　和柚葵 久保　結菜 日野　七奈海

7～2級 臥龍塾 攻誠館 高砂武蔵 友心館

小学高学年女子 金澤　音々 前田　凜 小川　まひろ 遠矢　妃莉

有級・有段 高砂武蔵 友心館 一心塾 有朋館

大学・一般男子 福島　誠次 奥田　克幸 坂本　淳平 椋橋　准明

5～2級 友心館 攻誠館 攻誠館 攻誠館

小学5・6年男子 畑中　棟伍 小野　栄輝 小野　司 村嵜　小次郎

3級～初段 臥龍塾 Yatto館 富翔館 Yatto館

中学生男子 和田　士音 堀田　和希 佐野　航輔 堀田　直希

3級～2段 友心館 友心館 蒼龍館 友心館

中学高校女子 竹中　優生 原田　彩希 山本　華澄 奥野　真帆

2級～有段 真成苑 真成苑 攻誠館 攻誠館

高校生男子 市古　憲一郎 竹末　琉生 野中　翔 前田　龍希

有級・有段 友心館 高砂武蔵 愛媛県 吹田道場

大学・一般 浜田　陸海 浦川　渚人 大西　英樹 稲葉　勲

有級・有段 友心館 眞正会 高砂純心 婆裟羅

大学・一般男子 浜田　風磨 岩崎　優 依田　純太 古川　秀晃

有級・有段 攻誠館 有朋館 健心塾 健心塾

大学・一般女子 野中　亜由美 永野　詩織 羽根　美織 塩木　雅代

優　勝 準優勝 三　位 三　位

攻誠館 友心館 富翔館 臥龍塾

村上　優 遠矢　楓翔 櫻井　碧翔 金澤　彩々

小野　司 疋田　裕輝 加納　知季 金澤　音々

村嵜　小次郎 畑中　棟伍 浅井　智樹 西岡　蓮太郎

優　勝 準優勝 三　位 三　位

兵庫県 攻誠館 友心館 滋賀県

磯上　裕宜 長谷川　進 浜田　陸海 羽根　美織

市古　憲一郎 野中　翔 浜田　風磨 古川　昇

依田　純太 長谷川　雅 奥田　克幸 山田　邦人

団体戦

中学以上の部

先　　鋒

次　　鋒

大　　将

大　　将

団体戦

小学生の部

先　　鋒

次　　鋒
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