
日　時
場　所

主　管
個人戦 優　勝 準優勝 三　位 三　位

有朋館 高砂武蔵 刀流館 有朋館
岡本　直 竹中　風香 北島　煌晟 岡本　立

蒼龍館 蒼龍館 蒼龍館
石本 蘭奈 長手　凛 前田　隼杜 森川　博斗
富翔館 攻誠館 高砂武蔵 蒼龍館
久保　愛莉 小野　源司 名嶋　敬次朗 河内　唯里
刀流館 友心館 富翔館 攻誠館
宮津　聡 黒川　桂吾 久保　結菜 村嵜　太亮
蒼龍館 友心館 臥龍塾 友心館
木岡　夢結 遠矢　楓翔 金澤　音々 疋田　裕輝
Yatoo!館 富翔館 友心館 蒼龍館
堀田　直希 櫻井　大輝 畑中　惟吹 河内　唯伸
高砂武蔵 蒼龍館 蒼龍館 高砂武蔵
福島　誠次 前田　祐希 木岡　律子 外間 洋子
高砂武蔵 刀流館 有朋館 有朋館
竹中 風香 北島　煌晟 大石　晴陽 岡本　直
富翔館 高砂武蔵 有朋館 有朋館
長束　佳澄 竹中　陸斗 大石　圭海 清水　寛承
攻誠館 高砂武蔵 Yatoo!館 高砂武蔵
小野　源司 石本　優雅 太田　晃斗 名嶋 敬次朗
友心館 高砂武蔵 友心館 攻誠館
黒川　桂吾 外間　實晃 平井　健太郎 村嵜　太亮
蒼龍館 攻誠館 友心館 高砂武蔵
河内　唯里 園部　玲央奈 長村　果歩 石本 蘭奈
友心館 臥龍塾 富翔館 富翔館
吉岡　美空 金澤　彩々 久保　結菜 久保　愛莉
攻誠館 友心館 友心館 富翔館
小野　栄輝 遠矢　楓翔 水野　和輝 櫻井　碧翔
Yatoo!館 富翔館 Yatoo!館 富翔館
堀田　和希 櫻井　大輝 堀田　直希 佐野　航輔
臥龍塾 蒼龍館 春風SACAY 蒼龍館
金澤　音々 木岡　夢結 コシク　シルビャ 木岡　律子
大阪体育大学 高槻 富翔館 大阪産業大学
竹本　樹亜 米田　泰芽 奥野　純平 森　祐希
有朋館 有朋館 有朋館 高砂武蔵
大石　晴陽 岡本　立 岡本　直 竹中 風香
高砂武蔵 友心館 高砂武蔵 蒼龍館
藪内　律喜 福島　崇徳 竹中　陸斗 森川　敬斗
刀流館 Yatoo!館 攻誠館 真成苑
宮口　慶 藤木　朱生 小野　源司 宗和　勇希
刀流館 友心館 攻誠館 友心館
宮津　聡 平井　健太郎 村嵜　太亮 黒川　桂吾
蒼龍館 蒼龍館 友心館 友心館
河内　唯里 勝部　葵 又吉　華凪 河野　光咲
高槻 友心館 富翔館 富翔館
今川　涼花 吉岡　美空 久保　結菜 寺内　千晴
攻誠館 友心館 蒼龍館 友心館
小野　栄輝 水野　和輝 河内　唯成 遠矢　楓翔
臥龍塾 Yatoo!館 柏原高校 Yatoo!館
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中学　男子

高校男子



金澤　瑚大朗 堀田　和希 鈴木　汰一 堀田　直希
友心館 高砂武蔵 蒼龍館 刀流館
遠矢　妃莉 外間　洋子 木岡　律子 別所　萌望乃

真成苑 臥龍塾 大阪大学 大阪産業大学

磯上　裕宜 中西　勇理也 米田　麟太郎 森　祐希

友心館 高槻 富翔館 大阪体育大学

細川　千利 米田　泰芽 藤澤　誠二 不破　宏祐

鳥取西武 天武羅 道心塾 大阪体育大学

勝部　剛 中澤　晴樹 川合　裕 藤原　叶多

神戸鈴蘭台 道心塾 友心館 武遊殿

門脇　直彦 古川　昇 占部　彰一 熊谷　英敏

優　勝 準優勝 三　位 三　位
攻誠館 蒼龍館 富翔館Ａ 富翔館Ｃ
廣本　風斗 上園　謙信 藤澤　郁哉 池辺　昊希
小野　源司 木岡　義心 葛原　碧斗 中林　憲伸
村嵜　太亮 長手　諒太 久保　結菜 藤澤　那奈

優　勝 準優勝 三　位 三　位
Yatoo!館 富翔館Ｂ 富翔館A 大体大Ａ
堀田　和希 藤澤　誠二 櫻井　大輝 市原　亨紀
堀田　直希 奥野　純平 櫻井　碧翔 不破　宏祐
太田　　豪 竹本　一樹 佐野　航輔 竹本　樹亜
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女子

楯
小
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楯
長
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大学・一般男子

長
剣
両
手

大学・一般男子

棒
杖
長
槍

大学・一般男子

団体戦
小学生の部
先　　鋒
中　　堅
大　　将

団体戦
中学以上の部
先　　鋒
中　　堅
大　　将


