
日　時
場　所

主　管

個人戦 優　勝 準優勝 三　位 三　位

真成苑 十三番丁道場 学研スポチャンくらぶ 学研スポチャンくらぶ
有井　条 福田　夏成 木口　岳 佐伯　奈美
蒼龍館 高砂武蔵 攻誠館 高砂武蔵
河内　唯里 藪内　律喜 園部　玲央奈 石本　蘭奈
友心館 高砂武蔵 攻誠館 友心館
水野　陽太 名嶋　敬次朗 園部　苺果 高田　美雨
友心館 友心館 友心館 友心館
黒川　桂吾 遠矢　妃莉 平井　健太郎 吉岡　美空
友心館 刀流館 攻誠館 攻誠館
疋田　裕輝 松浦　穂華 小野　栄輝 村上　優
真成苑 剣志館 履正十三 剣志館

市古　玖留美 桑田　寿璃 山中　啓 桑田　裕輝
蒼龍館 友心館 高砂武蔵 友心館
山本　華奈 竹中　優生 梅村　理宝 疋田　真人
真成苑 剣志館 学研スポチャンくらぶ 十三番丁道場
有井　条 濱田　迅 土井　統真 福田　夏成
高砂武蔵 真成苑 富翔館 婆娑羅
藪内　律喜 照井　璃 長束　郁澄 佐々木　光輝
蒼龍館 高砂武蔵 十三番丁道場 高砂武蔵
長手　諒太 名嶋　敬次朗 地當　大隼 石本　優雅
友心館 刀流館 高砂武蔵 蒼龍館
遠矢　楓翔 宮津　聡 外間　實晃 木岡　義心
攻誠館 友心館 蒼龍館 刀流館

園部　玲央奈 髙田　美雨 長手　凛 種子　彩菜
臥龍塾 富翔館 紀州護誠館 刀流館
金澤　彩々 久保　結菜 髙島　愛有 種子　奈々美
攻誠館 富翔館 富翔館 健心塾
小野　栄輝 佐野　航輔 櫻井　碧翔 塩木　友仁
臥龍塾 攻誠館 有朋館 真成苑
金澤　音々 村上　優 上野　文華 藤原　あず希
臥龍塾 臥龍塾 攻誠館 剣志館
木曽　崇 清野　真樹 廣本　英二 桑田　裕輝
神戸鈴蘭台 剣志館 高砂武蔵 蒼龍館
山野　夏海 桑田　杏姫 梅村　理宝 林　美樹
真成苑 婆娑羅 友心館 柏原高校
下夷　竜生 古川　秀晃 原田　優作 櫻井　大輝
真成苑 十三番丁道場 学研スポチャンくらぶ 学研スポチャンくらぶ
有井　条 福田　夏成 木口　岳 岡嵜　功汰
高砂武蔵 攻誠館 有朋館 富翔館
藪内　律喜 廣本　峰大 清水　耀亮 長束　郁澄
十三番丁道場 友心館 友心館 Yatoo!館
福田　倫也 水野　陽太 染谷　祐夢 近藤　輝勝
蒼龍館 友心館 有朋館 聖支侃
木岡　義心 水野　和輝 桶谷　健生 内橋　功治
富翔館 富翔館 蒼龍館 紀州護誠館
山本　梨月 久保　愛莉 河内　唯里 中村　優里
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幼年

小学1～2年

小学3～4年

小学5～6年

中学

高校以上有級

高校以上有段

小
太
刀

幼年

小学1～2年

小学3～4年

小学5～6年

小学低学年女子

小学高学年女子

中学　男子

中学・高校　女子

高校以上男子（有級）

大学以上女子

高校以上男子（有段）

長

幼年

小学1～2年

小学3～4年

小学5～6年

小学低学年女子



臥龍塾 紀州護誠館 刀流館 蒼龍館
金澤　彩々 髙島　愛有 種子　奈々美 久保　美佐希
刀流館 健心塾 富翔館 友心館
中村　航大 塩木　友仁 櫻井　碧翔 又吉　凌雅
有朋館 真成苑 臥龍塾 真成苑
上野　文華 藤原　あず希 金澤　音々 梅谷　実和
柏原高校 剣志館 臥龍塾 紀州護誠館
中澤　晴樹 濱田　祥次 清野　真樹 出島　涼嗣
文京SC 攻誠館 健心塾 剣志館
森内　瑞季 野中　亜由美 塩木　雅代 桑田　優輝
臥龍塾 高砂純心 攻誠館 神戸鈴蘭台

金澤　瑚大朗　 依田　純太 長谷川　雅 門脇　髙空
友心館 友心館 蒼龍館 富翔館
遠矢　楓翔 平井　健太郎 久保　俊介 木下　慶二
柏原高校 臥龍塾 柏原高校 柏原高校
槌野　悟己 木曽　崇 塩見　颯太 原野　翼
友心館 攻誠館 蒼龍館 高砂武蔵
竹中　優生 長谷川　雛 山本　華奈 梅村　理宝

真成苑 攻誠館 高砂純心 柏原高校

市古　憲一郎 野中　翔 依田　純太 櫻井　大輝

蒼龍館 神戸鈴蘭台 真成苑 神戸鈴蘭台

藤岡　秋介 門脇　直彦 下夷　竜生 門脇　髙空

優　勝 準優勝 三　位 三　位
富翔館 友心館 聖支侃 攻誠館
久保　結菜 遠矢　妃莉 西浦　純弥 園部　玲央奈
前田　陸翔 平井　健太郎 北野　悠成 廣本　風斗
葛原　碧斗 黒川　桂吾 弓削　俊輔 小野　源司
木下　慶二 遠矢　楓翔 奥田　麻央 村嵜　太亮
藤澤　郁哉 下川　琥太郎 内橋　功治 廣本　峰大

優　勝 準優勝 三　位 三　位
Yatoo!館 真成苑 富翔館 蒼龍館
堀田　和希 下夷　竜生 岡地　亮典 荒木　辰一
徳重　輝美 市古　玖留美 櫻井　碧翔 山本　華奈
堀田　直希 竹末　琉生 佐野　航輔 大倉　健史

優　勝 準優勝 三　位 三　位
大阪府 兵庫県 滋賀県 奈良県
和田　清隆 磯上　裕宜 山崎　和人 坂本　淳平
竹中　優生 市古　憲一郎 古川　昇 村田　学
藤岡　秋介 山野　夏海 塩木　雅代
長谷川　雅 依田　純太 川合　裕 三木　郁弥
前田　龍希 門脇　髙空 羽根　健人 福井　郷留

長
剣

小学高学年女子

中学　男子

中学・高校　女子

高校以上男子（有級）

大学以上女子

高校以上男子（有段）

二
刀

小学5・6年

高校以上男子（有級）

大学以上女子

異
種
S
高校以上男子（有段）

異
種
L
高校以上男子（有段）

クラブ対抗団体戦
小学生の部

府県名

先　　鋒
次　　鋒
中　　堅
副　　将
大　　将

クラブ対抗団体戦

先　　鋒

大　　将

次　　鋒
中　　堅
副　　将

中学以上の部
先　　鋒
中　　堅
大　　将

府県対抗団体戦


