
名前 所属(府県) 名前 所属(府県) 名前 所属(府県) 名前 所属(府県)
幼年 安井　　 豪 学研スポチャン（大阪） 森川　博斗 蒼龍館（大阪） 湯澤　海斗 富翔館（大阪） 有井   　条 真成苑（兵庫）

小学新人の部 鈴木　啓太 富翔館（大阪） 下地　凜乃 富翔館（大阪） 後藤　志保 友心館（大阪） 中林　憲伸 富翔館（大阪）

小学女子低学年 園部　苺果 攻誠館（大阪） 種子　彩菜 刀流館（兵庫） 竹中　麻那 友心館（大阪） 久保　愛莉 富翔館（大阪）

小学女子高学年 金澤　彩々 臥龍塾（大阪） 別所萌望乃 刀流館（兵庫） 種子奈々美 刀流館（兵庫） 吉岡　美空 友心館（大阪）

小１・２年 河内　唯里 蒼龍館（大阪） 有井　万修 真成苑（兵庫） 米坂　瑠珂 蒼龍館（大阪） 土師　優陽 真成苑（兵庫）

小３・４年 福田　倫也 十三番丁（和歌山） 山本　勘玄 富翔館（大阪） 江川　修平 友心館（大阪） 山本　梨月 富翔館（大阪）

小５・６年 宮津　 　聡 刀流館（兵庫） 遠矢　妃莉 友心館（大阪） 木岡　義心 蒼龍館（大阪） 黒川　桂吾 友心館（大阪）

中学生 小野　栄輝 攻誠館（大阪） 櫻井　碧翔 富翔館（大阪） 中村　航大 刀流館（兵庫） 木岡　昌義 蒼龍館（大阪）

女子 村上　 　優 攻誠館（大阪） 上野　文華 岸和田土生（大阪） 竹中　希実 佛教大学（京都） 金澤　音々 臥龍塾（大阪）

高・大・一般 細川　千利 大体大（大阪） 磯上　裕宜 真成苑（兵庫） 竹末　琉生 真成苑（兵庫） 小野　栄輝 攻誠館（大阪）

幼年 湯澤　海斗 富翔館（大阪） 土井　統真 学研スポチャン（大阪） 森川　博斗 蒼龍館（大阪） 羽根　力優 健心塾（滋賀）

小学新人の部 藤本　紗羽 学研スポチャン（大阪） 大塚　創護 富翔館（大阪） 藤高　遥斗 富翔館（大阪） 櫻井柚葵乃 富翔館（大阪）

小学女子低学年 園部玲央奈 攻誠館（大阪） 高田　美雨 友心館（大阪） 河内　唯里 蒼龍館（大阪） 園部　苺果 攻誠館（大阪）

小学女子高学年 金澤　彩々 臥龍塾（大阪） 木岡　夢結 蒼龍館（大阪） 種子奈々美 刀流館（兵庫） 松浦　彩希 刀流館（兵庫）

小１・２年 廣本　峰大 攻誠館（大阪） 福島　崇徳 友心館（大阪） 上野　凌大 友心館（大阪） 有井　万修 真成苑（兵庫）

小３・４年 小野　源司 攻誠館（大阪） 水野　陽太 友心館（大阪） 山本　梨月 富翔館（大阪） 染谷　祐夢 友心館（大阪）

小５・６年 水野　和輝 友心館（大阪） 遠矢　楓翔 友心館（大阪） 別所萌望乃 刀流館（兵庫） 平井　健太郎 友心館（大阪）

中学生 小野　栄輝 攻誠館（大阪） 小野　 　司 攻誠館（大阪） 羽根　愛喜 健心塾（滋賀） 櫻井　碧翔 富翔館（大阪）

女子 金澤　音々 臥龍塾（大阪） 松浦　穂華 刀流館（兵庫） 竹中　希実 佛教大学（京都） 野中亜由美 攻誠館（大阪）

高・大・一般 竹末　琉生 真成苑（兵庫） 伊賀　健一 臥龍塾（大阪） 林田　光貴 富翔館（大阪） 小野　栄輝 攻誠館（大阪）
異種（ショート） 中・高・大・一般 竹末　琉生 真成苑（兵庫） 野中　 　翔 攻誠館（大阪） 藤原　叶多 富翔館（大阪） 伊賀　健一 臥龍塾（大阪）

異種（ロ ン グ） 中・高・大・一般 金澤瑚大朗 臥龍塾（大阪） 磯上　裕宜 真成苑（兵庫） 和田　士音 臥龍塾（大阪） 奥野　純平 富翔館（大阪）

櫻井　大輝 山本　崇史 四谷宗一郎

上園　謙信

選手名
小野　栄輝 竹本　樹亜 木岡　昌義 槌野　悟己
長谷川　進 藤原　叶多 和田　清隆 杉本　玲也
野中　 　翔

団体戦(中学生以上一般) 優勝 準優勝 ３位 ３位
チーム名(府県) 攻龍館A（大阪） 富翔館B（大阪） 蒼龍館（大阪） 柏原高校A（大阪）

久保　結菜
遠矢　楓翔 木岡　夢結 下川琥太郎 葛原　碧斗

近藤　輝勝
園部玲央奈 水野　陽太 藤本　紗羽

選手名
水野　和輝

木岡　義心
平井　健太郎 藤澤　郁哉

チーム名(府県) 友心館A（大阪） 蒼龍館（大阪） 友心館B（大阪） 富翔館B（大阪）

遠矢　妃莉 黒川　桂吾

団体戦(小学高学年) 優勝 準優勝 ３位 ３位

太田　晃斗
小野　源司

３位
チーム名(府県) 攻龍館（大阪） 友心館Ａ（大阪） 友心館・学研混合（大阪） Ｙａｔｏｏ！館A（大阪）

３位

下川瑛太郎 染谷　祐夢 藤木　朱生
選手名

廣本　峰大 髙田　美雨 河野　光咲

小
太
刀
の
部

長
剣
フ
リ
ー
の
部

団体戦(小学低学年) 優勝 準優勝
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