
種目

番号 氏名 フリガナ 都道府県

優勝 216 松山　碧伽 ﾏﾂﾔﾏ　ｱｲｶ 福井県

準優勝 150 松浦　康太郎 ﾏﾂｳﾗ　ｺｳﾀﾛｳ 兵庫県

三位 45 山辺　慶勝 ﾔﾏﾍﾞ　ﾖｼｶﾂ 石川県

三位 235 藤田　彩夏 ﾌｼﾞﾀ　ｱﾔﾅ 福井県

優勝 25 浅田 星來 ｱｻﾀﾞ　ｾｲﾗ 富山県

準優勝 169 石本　蘭奈 ｲｼﾓﾄ　ﾗﾅ 兵庫県

三位 124 福島　崇徳 ﾌｸｼﾏ　ﾀｶﾉﾘ 大阪府

三位 168 藪内　律喜 ﾔﾌﾞｳﾁ　ﾘﾂｷ 兵庫県

優勝 222 塩見　真菜 ｼｵﾐ　ﾏﾅ 福井県

準優勝 170 石本　優雅 ｲｼﾓﾄ　ﾕｳｶﾞ 兵庫県

三位 131 水野　陽太 ﾐｽﾞﾉ　ﾖｳﾀ 大阪府

三位 165 梅谷　彩加 ｳﾒﾀﾆ　ｱﾔｶ 兵庫県

優勝 145 宮津　聡 ﾐﾔﾂﾞ　ｼﾝ 兵庫県

準優勝 23 浅田 初花那 ｱｻﾀﾞ　ﾜｶﾅ 富山県

三位 8 細川　智穂 ﾎｿｶﾜ　ﾁﾎ 東京都

三位 139 遠矢　楓翔 ﾄｵﾔ　ﾌｳﾄ 大阪府

優勝 153 伊藤　寛記 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ 兵庫県

準優勝 110 吉田　桜香 ﾖｼﾀﾞ　ｵｳｶ 大阪府

三位 36 高岡　敦士 ﾀｶｵｶ　ｱﾂｼ 富山県

三位 148 松浦　穂華 ﾏﾂｳﾗ　ﾎﾉｶ 兵庫県

優勝 195 髙杉　実奈美 ﾀｶｽｷﾞ　ﾐﾅﾐ 香川県

準優勝 194 岩本　空竜 ｲﾜﾓﾄ　ｸﾘｭｳ 香川県

三位 122 櫻井　大輝 ｻｸﾗｲ　ﾀﾞｲｷ 大阪府

三位 3 落合　早輝 ｵﾁｱｲ　ｻｷ 北海道

優勝 190 上田　真弓 ｳｴﾀﾞ　ﾏﾕﾐ 徳島県

準優勝 199 澤田　真帆 ｻﾜﾀﾞ　ﾏﾎ 高知県

三位 143 竹中　優生 ﾀｹﾅｶ　ﾕｲ 大阪府

三位 181 植松　ひとみ ｳｴﾏﾂ　ﾋﾄﾐ 兵庫県

優勝 112 長谷川　雅 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾏｻ 大阪府

準優勝 9 細川　健一 ﾎｿｶﾜ　ｹﾝｲﾁ 東京都

三位 11 神谷　幸博 ｶﾐﾔ　ﾕｷﾋﾛ 神奈川県

三位 66 岸下　裕哉 ｷｼｼﾀ　ﾕｳﾔ 愛知県

基本動作

一般男子

部
門

幼年

小学生1・2年

小学生3・4年

小学生5・6年

中学生

高校生

一般女子



種目

番号 氏名 フリガナ 都道府県

優勝 45 山辺　慶勝 ﾔﾏﾍﾞ　ﾖｼｶﾂ 石川県

準優勝 150 松浦　康太郎 ﾏﾂｳﾗ　ｺｳﾀﾛｳ 兵庫県

三位 235 藤田　彩夏 ﾌｼﾞﾀ　ｱﾔﾅ 福井県

三位 216 松山　碧伽 ﾏﾂﾔﾏ　ｱｲｶ 福井県

優勝 121 園部　玲央奈 ｿﾉﾍﾞ　ﾚｵﾅ 大阪府

準優勝 220 北島　煌将 ｷﾀｼﾞﾏ　ﾃﾙﾕｷ 福井県

三位 168 藪内　律喜 ﾔﾌﾞｳﾁ　ﾘﾂｷ 兵庫県

三位 219 江戸　響己 ｴﾄﾞ　ﾋﾋﾞｷ 福井県

優勝 182 谷口　愛迦 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｱｲｶ 兵庫県

準優勝 165 梅谷　彩加 ｳﾒﾀﾆ　ｱﾔｶ 兵庫県

三位 130 染谷　祐夢 ｿﾒﾔ　ﾋﾛﾑ 大阪府

三位 221 宮腰　大士 ﾐﾔｺﾞｼ　ﾀﾞｲｼ 福井県

優勝 172 橋本　尚也 ﾊｼﾓﾄ　ﾅｵﾔ 兵庫県

準優勝 145 宮津　聡 ﾐﾔﾂﾞ　ｼﾝ 兵庫県

三位 141 下川　琥太郎 ｼﾓｶﾜ　ｺﾀﾛｳ 大阪府

三位 140 水野　和輝 ﾐｽﾞﾉ　ｶｽﾞｷ 大阪府

優勝 123 櫻井　碧翔 ｻｸﾗｲ　ｶｲﾄ 大阪府

準優勝 153 伊藤　寛記 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ 兵庫県

三位 36 高岡　敦士 ﾀｶｵｶ　ｱﾂｼ 富山県

三位 184 植松　秋月 ｳｴﾏﾂ　ｱﾂｷ 兵庫県

優勝 142 疋田　真人 ﾋｷﾀ　ﾏｺﾄ 大阪府

準優勝 194 岩本　空竜 ｲﾜﾓﾄ　ｸﾘｭｳ 香川県

三位 3 落合　早輝 ｵﾁｱｲ　ｻｷ 北海道

三位 195 髙杉　実奈美 ﾀｶｽｷﾞ　ﾐﾅﾐ 香川県

優勝 143 竹中　優生 ﾀｹﾅｶ　ﾕｲ 大阪府

準優勝 113 長谷川　雛 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾋﾅ 大阪府

三位 199 澤田　真帆 ｻﾜﾀﾞ　ﾏﾎ 高知県

三位 19 唐沢　麻利沙 ｶﾗｻﾜ　ﾏﾘｻ 新潟県

優勝 109 藤岡　秋介 ﾌｼﾞｵｶ　ｼｭｳｽｹ 大阪府

準優勝 66 岸下　裕哉 ｷｼｼﾀ　ﾕｳﾔ 愛知県

三位 64 岩田　徹二 ｲﾜﾀ　ﾃﾂｼﾞ 愛知県

三位 96 北川　孝太 ｷﾀｶﾞﾜ　ｺｳﾀ 京都府

小太刀

一般男子

部
門

幼年

小学生1・2年

小学生3・4年

小学生5・6年

中学生

高校生

一般女子



種目

番号 氏名 フリガナ 都道府県

優勝 216 松山　碧伽 ﾏﾂﾔﾏ　ｱｲｶ 福井県

準優勝 150 松浦　康太郎 ﾏﾂｳﾗ　ｺｳﾀﾛｳ 兵庫県

三位 45 山辺　慶勝 ﾔﾏﾍﾞ　ﾖｼｶﾂ 石川県

三位 235 藤田　彩夏 ﾌｼﾞﾀ　ｱﾔﾅ 福井県

優勝 121 園部　玲央奈 ｿﾉﾍﾞ　ﾚｵﾅ 大阪府

準優勝 169 石本　蘭奈 ｲｼﾓﾄ　ﾗﾅ 兵庫県

三位 220 北島　煌将 ｷﾀｼﾞﾏ　ﾃﾙﾕｷ 福井県

三位 219 江戸　響己 ｴﾄﾞ　ﾋﾋﾞｷ 福井県

優勝 165 梅谷　彩加 ｳﾒﾀﾆ　ｱﾔｶ 兵庫県

準優勝 120 園部　苺果 ｿﾉﾍﾞ　ｲﾁｶ 大阪府

三位 24 浅田 逞心 ｱｻﾀﾞ　ﾀｸﾐ 富山県

三位 185 名嶋　敬次朗 ﾅｼﾞﾏ　ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫県

優勝 139 遠矢　楓翔 ﾄｵﾔ　ﾌｳﾄ 大阪府

準優勝 152 種子　奈々美 ﾀﾈｺ　ﾅﾅﾐ 兵庫県

三位 138 遠矢　妃莉 ﾄｵﾔ　ﾋﾏﾘ 大阪府

三位 140 水野　和輝 ﾐｽﾞﾉ　ｶｽﾞｷ 大阪府

優勝 153 伊藤　寛記 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ 兵庫県

準優勝 110 吉田　桜香 ﾖｼﾀﾞ　ｵｳｶ 大阪府

三位 36 高岡　敦士 ﾀｶｵｶ　ｱﾂｼ 富山県

三位 123 櫻井　碧翔 ｻｸﾗｲ　ｶｲﾄ 大阪府

優勝 122 櫻井　大輝 ｻｸﾗｲ　ﾀﾞｲｷ 大阪府

準優勝 142 疋田　真人 ﾋｷﾀ　ﾏｺﾄ 大阪府

三位 160 市古　玖留美 ｲﾁｺ　ｸﾙﾐ 兵庫県

三位 194 岩本　空竜 ｲﾜﾓﾄ　ｸﾘｭｳ 香川県

優勝 143 竹中　優生 ﾀｹﾅｶ　ﾕｲ 大阪府

準優勝 31 綿引 真紀 ﾜﾀﾋｷ　ﾏｷ 富山県

三位 113 長谷川　雛 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾋﾅ 大阪府

三位 19 唐沢　麻利沙 ｶﾗｻﾜ　ﾏﾘｻ 新潟県

優勝 164 市古　憲一郎 ｲﾁｺ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県

準優勝 154 門脇　髙空 ｶﾄﾞﾜｷ　ﾀｶﾗ 兵庫県

三位 64 岩田　徹二 ｲﾜﾀ　ﾃﾂｼﾞ 愛知県

三位 51 小竹　雄大 ｺﾀｹ　ﾕｳﾀﾞｲ 石川県

長剣フリー

一般男子

部
門

幼年

小学生1・2年

小学生3・4年

小学生5・6年

中学生

高校生

一般女子



種目

番号 氏名 フリガナ 都道府県

優勝 216 松山　碧伽 ﾏﾂﾔﾏ　ｱｲｶ 福井県

準優勝 45 山辺　慶勝 ﾔﾏﾍﾞ　ﾖｼｶﾂ 石川県

三位 150 松浦　康太郎 ﾏﾂｳﾗ　ｺｳﾀﾛｳ 兵庫県

三位

優勝 121 園部　玲央奈 ｿﾉﾍﾞ　ﾚｵﾅ 大阪府

準優勝 124 福島　崇徳 ﾌｸｼﾏ　ﾀｶﾉﾘ 大阪府

三位 125 又吉　華凪 ﾏﾀﾖｼ　ﾊﾅ 大阪府

三位 219 江戸　響己 ｴﾄﾞ　ﾋﾋﾞｷ 福井県

優勝 165 梅谷　彩加 ｳﾒﾀﾆ　ｱﾔｶ 兵庫県

準優勝 24 浅田 逞心 ｱｻﾀﾞ　ﾀｸﾐ 富山県

三位 131 水野　陽太 ﾐｽﾞﾉ　ﾖｳﾀ 大阪府

三位 127 高田　美雨 ﾀｶﾀﾞ　ﾐｳ 大阪府

優勝 139 遠矢　楓翔 ﾄｵﾔ　ﾌｳﾄ 大阪府

準優勝 135 吉岡　美空 ﾖｼｵｶ　ﾐｸｳ 大阪府

三位 141 下川　琥太郎 ｼﾓｶﾜ　ｺﾀﾛｳ 大阪府

三位 108 木岡　義心 ｷｵｶ　ｷﾞｼﾝ 大阪府

優勝 153 伊藤　寛記 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ 兵庫県

準優勝 226 塩見　翔太 ｼｵﾐ　ｼｮｳﾀ 福井県

三位 36 高岡　敦士 ﾀｶｵｶ　ｱﾂｼ 富山県

三位 177 梅村　一斗 ｳﾒﾑﾗ　ｲﾁﾄ 兵庫県

優勝 142 疋田　真人 ﾋｷﾀ　ﾏｺﾄ 大阪府

準優勝 195 髙杉　実奈美 ﾀｶｽｷﾞ　ﾐﾅﾐ 香川県

三位 160 市古　玖留美 ｲﾁｺ　ｸﾙﾐ 兵庫県

三位 161 梅谷　実和 ｳﾒﾀﾆ　ﾐﾜ 兵庫県

優勝 143 竹中　優生 ﾀｹﾅｶ　ﾕｲ 大阪府

準優勝 29 高岡 康江 ﾀｶｵｶ　ﾔｽｴ 富山県

三位 113 長谷川　雛 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾋﾅ 大阪府

三位 180 梅村　理宝 ｳﾒﾑﾗ　ﾘﾎ 兵庫県

優勝 164 市古　憲一郎 ｲﾁｺ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県

準優勝 167 依田　純太 ﾖﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾀ 兵庫県

三位 109 藤岡　秋介 ﾌｼﾞｵｶ　ｼｭｳｽｹ 大阪府

三位 188 片山　諒 ｶﾀﾔﾏ　ﾘｮｳ 山口県

二刀

一般男子

部
門

幼年

小学生1・2年

小学生3・4年

小学生5・6年

中学生

高校生

一般女子


