
３年男子２２番～４１番 19 ３年男子１番～２１番 20

４年男子１番～３５番 34 ４年男子36番～６９番 33

各学年女子決勝戦 3 各学年男子決勝戦 3

試合数　 56 試合数　 56

幼年女子 20 ３年女子 26

幼年男子 46 ４年女子 28

試合数　 66 試合数　 54

試合順序

正面(大会本部・役員）

第二試合場 第一試合場

第四試合場 第三試合場



幼年男子の部

17 25

1 9

33 37

2 10

18 26

41 43

19 27

3 11

34 38

4 12

20 28

45 46

21 29

5 13

35 39

6 14

22 30

42 44

23 31

7 15

36 40

8 16

24 32

24 浅田 奏斗 (くす剣志会) 松岡 壮太郎 (錬徳館) 48

23 木戸 匠悟 (獅龍剣) 玉井 源 (光明館) 47

池内 栄斗 (誠武館) 45

22 塩月 稜麻 (光明館) 佐藤 奨真

21 佐藤 幸太郎 (錬徳館)

(三和剣友会) 46

20 瀧澤 尚希 (緑静会) 原口 琥大郎 (山国少年剣士会) 44

19 清長 謙心 (将龍館) 梶谷 悠仁 (創心) 43

戸次 俊人 (豊府少剣) 41

18 守田 明生 (荏隈) 酒井 勇人

17 宮崎 真行 (大在振武館)

(真玉少剣) 42

16 宮崎 煌士郎 (三芳) 鍜治屋 栄昇 (直心館) 40

15 荻野 頼亜 (光明館) 繁松 桜之介 (光明館) 39

高橋 周作 (青竜館) 37

14 金田 昊頼 (三和剣友会) 幸田 篤貴

13 山本 泰地 (緒方少剣)

(くす剣志会) 38

12 谷口 慧太郎 (尚武館) 岩本 瞬 (将龍館) 36

11 後藤 大雅　 (桃太郎道場) 尾田 剣斗 (敷戸) 35

井村 朔太郎 (獅龍剣) 33

10 福永 寛司 (杵築少剣) 上野 真世　

9 東 楓 (三和剣友会)

(津久見少剣) 34

8 仲村 櫂 (宗方少剣) 東田 颯斗 (光明館) 32

7 上杉 龍ノ介 (光明館) 福田 侑生 (夢道場) 31

谷川 諒真 (青竜館) 29

6 蔀 蒼真 (三和剣友会) 東雲 瑛征

5 佐藤 琥珀 (夢道場)

(三芳) 30

4 志賀 裕隆 (錬徳館) 小西 生真 (碧水館) 28

3 柏矢 音弥 (青竜館) 岩田 壮太 (三和剣友会) 27

宮國 蒼 (錬徳館) 25

2 太田 英寿 (真玉少剣) 阿南 誠悟

1 坪根  稟 (鶴武会)

(光明館) 26



三年男子の部

6 5

1 1

14 13

7 6

18 17

8 7

2

14

15 2

3 8

9

20 19

9

10 3

15

4

16

10

11 18

19 11

12

16

4

17

5 12

13

19 塘﨑 柊斗 (杵築少剣) 猿渡 誠也 (荏隈)

20 権田 栄太 (南北剣) 矢野 玄武 (杵築少剣) 41

21 須山 湊佑介 (誠武館)

赤木 聡輔 (徳修館) 38

18 溝邉 晋作 (挾少剣) 山下 修生

17 古庄 樹 (錬徳館)

(緑静会) 39

40

16 長田 温大 (碧水館) 篠田 彩杜 (竹友会) 37

15 諸田 聖道 (真玉少剣) 松川 惺 (山国少年剣士会) 36

大柴 然 (将龍館) 34

14 河津 智樹 (山国少年剣士会) 平川 智士

13 安藤 拓海 (鶴武会)

(海心館) 35

12 藍澤 直矢 (別保剣友会) 菅 基親 (直心館) 33

11 守田 章人 (荏隈) 石井 誠人 (津久見少剣) 32

金丸 智哉 (別保剣友会) 30

10 中野 泰志 (南北剣) 高田 夢斗

9 松下 一翔 (津久見少剣)

(鶴武会) 31

8 角谷 奏汰 (錬徳館) 高橋 虎太郎 (南北剣) 29

7 久々宮 尊 (鶴武会) 竹村 颯真 (三和剣友会) 28

梅田 篤人 (宗方少剣) 26

6 今井 善識 (緑静会) 北原 悠真

5 松尾 光晟 (夢道場)

(真玉少剣) 27

4 金田 統真 (十王) 矢野 玄朗 (杵築少剣) 25

3 後藤 彰太 (徳修館) 堀田 陽生 (尚武館) 24

石田 由樹 (三芳) 22

2 大野 響太 (竹友会) 畑辺 結輝

1 吉高 旺志朗 (豊田剣)

(錬徳館) 23



四年男子の部 (1)

4 12

1 2

20 24

5 13

28 30

6 14

21 25

7 15

32 33
34

8 16

22 26

9 17

29

31

10 18

23

27

11 3

19

戸次 勇人 (豊府少剣) 34

佐藤 悠陽 (三芳) 35

17 徳丸 和紀 (光明館)

32

16 谷口 翔太郎 (尚武館) 青木 叶和 (竹友会) 33

(誠武館) 31

15 後藤 暖生 (敷戸) 小野 創史 (三日月)

伊東 和輝 (暘谷館) 30

14 今田 拓志 (直心館) 井上 正慈

13 藤澤 奏多 (別保剣友会)

28

12 井上 尊稀 (三和剣友会) 庄司 暖貴 (錬徳館) 29

( 稙田剣正会) 27

11 庄司 樹貴 (錬徳館) 蛭子 煌士 (海風館)

中井 遥音 (緑静会) 26

10 村上 尚輝 (真玉少剣) 日隈 一寿

9 佐藤 匠真 (三和剣友会)

24

8 白根 拓弥 (宗方少剣) 十時 泰良 (青竜館) 25

(玄武館) 23

7 魚返 侑 (三芳) 佐藤 和音 (錬徳館)

柿迫 凛久 (敷戸) 22

6 渡辺 孝輝　 (桃太郎道場) 三澤 薫風

5 安達 千広 (東稙田)

20

4 櫻澤 理久 (緑静会) 加藤 祐真 (大内少剣) 21

(碧水館) 19

3 足達 楓馬 (都野少剣) 矢野 向琉 (別保剣友会)

松本 悠典 (三和剣友会) 18

2 木戸 尋崇 (獅龍剣) 小西 秀門

1 川田 凌士 (錬徳館)



四年男子の部 (2)

6 11

1 23

19

12

3 29

27

13

4 24

20 14

5

31 32
33

15

7 25

21 16

8

30

28 17

9

26

22 2

10 18

岩本 虎太朗 (光明館) 6952 大野 逢斗 (別保剣友会)

51 加藤 慶士 (津久見少剣) 有田 琥珀 (杵築少剣) 68

50 佐藤 龍治 (夢道場) 河原 志龍 (鶴武会) 67

山本 脩太郎 (豊府少剣) 65

49 藤原 君駿 (野津剣道) 金田 理玖

48 古後 成稀 (荏隈)

(三和剣友会) 66

47 湯口 大虎 (緑静会) 吉良 空 (緒方少剣) 64

46 中山 優馬 (三和剣友会) 桑原 修生 (剣児館) 63

松岡 恒進 (錬徳館) 61

45 鳴海 佑輝 (錬徳館) 吉田 悠真

44 筒井 脩介 (三和剣友会)

(緑静会) 62

43 内田 司 (将龍館) 富来 奏多 ( 稙田剣正会) 60

42 上杉 悠琉 (東少剣) 川野 賢吾 (碧水館) 59

中野 竜之介 (錬徳館) 57

41 志賀 裕都 (錬徳館) 梯 正汰

40 小西 開大 (光明館)

(獅龍剣) 58

39 山本 岳 (海風館) 田中 ヒロト (緑静会) 56

38 本川 紘 (三芳) 奥城 湊斗　 (桃太郎道場) 55

日髙 京 (咸宜) 53

37 上田 晄大朗 (南北剣) 徳丸 大雅

36 大塚 龍英 (別保剣友会)

(敷戸) 54



幼年生女子の部

7 11

1 4
15

17

8 5

19 20 12

9

2 13

16
18

3 6

10 14

22

(誠武館) 21

11 伹馬 裟弥 (豊府少剣) 藤澤 凛 (別保剣友会)

池内 希帆

9 井上 明日花 (誠武館)

10 豊田 葵唯 (鶴武会)

姫野 朱音 (将龍館) 19

渡邉 花菜 (野津剣道) 20

8 志賀 逢桜 (別保剣友会)

(杵築少剣) 17

7 足達 小晴 (都野少剣) 本川 紗 (三芳) 18

徳山 杏緒奈

5 合澤 玲美 (緒方少剣)

6 松垣 柑那 (豊田剣)

幸 杏珠 (別保剣友会) 15

宮田 結利 (緑静会) 16

4 木林 咲菜 (将龍館)

(錬徳館) 13

3 塘﨑 もも (杵築少剣) 小山 真季 (緒方少剣) 14

吉田 伊里 (光明館) 12

2 奥城 凪紗　 (桃太郎道場) 村下 里奈

1 西 苺花 (誠武館)



三年女子の部

13 17

1 7

21 23

2 8

14 18

3 9

25 26

4 10

15 19

5 11

22 24

6 12

16 20

(桂林剣士会) 28

下釜 まる (竹友会) 27

14 関 璃子 (都野少剣) 吉田 仁亜

13 賀来 夕希佳 (真玉少剣)

12 熊本 楓 (誠武館) 半崎 咲彩 (錬徳館) 26

11 井手 千尋 (咸宜) 城 かりん (杵築少剣) 25

桒野 優花 (三芳) 23

10 塚本 妙琉 (碧水館) 伹馬 鈴渚

9 木林 依茉 (将龍館)

(豊府少剣) 24

8 相良 明里 (三和剣友会) 木戸 莉子 (尚武館) 22

7 浅井 映南 (東稙田) 渡邉 星那 (桂林剣士会) 21

村  来春 (直心館) 19

6 上野 真由　 (津久見少剣) 梅田 輝月

5 福田 結生 (夢道場)

(下ノ江少剣) 20

4 熊谷 花音 (桂林剣士会) 園田 星奈 (光明館) 18

3 塩月 莉奈 (光明館) 阿部 そのみ (三和剣友会) 17

大石 夏実 (咸宜) 15

2 髙倉 希羅 (三芳) 渡邉 悠月

1 戸藤 ほのか (三和剣友会)

(青竜館) 16



四年女子の部

15 8

1 19

23 9

2 25

16 10

3 20

27 28 11

4

17 12

5 21

24 13

6 26

18 14

7 22

30

(都野少剣) 29

15 庄司 愛虹 (大在振武館) 園 深月 (錬徳館)

東 千咲 (三和剣友会) 28

14 松垣 のえる (豊田剣) 小野 なつき

13 池永 早希 (東稙田)

12 真島 あず奈 (下ノ江少剣) 田城 凛 (青竜館) 27

11 木村 遥 (都野少剣) 綾 海音 (三芳) 26

樋渡 結愛 (暘谷館) 24

10 江川 文海 (光明館) 小出 未来

9 加藤 羽留 ( 稙田剣正会)

(光明館) 25

8 寳珠山 月乃 (三芳) 斉木 はるか (敷戸) 23

7 高橋 侑那 (青竜館) 江藤 心 (鶴武会) 22

清長 希心 (将龍館) 20

6 徳山 心愛 (杵築少剣) 谷口 琴葉

5 羽田野 栞央 (朝地少剣)

(朝地少剣) 21

4 繁松 杏樹 (光明館) 綾 波音 (三芳) 19

3 磐隈 美咲希 (三和剣友会) 小谷野 瑚々 (青竜館) 18

宮田 瑠菜 (緑静会) 16

2 上野 莉空 (緑静会) 中谷 友香

1 指原 礼 (錬徳館)

(光明館) 17


