
競技種目 協議番号 クラス 優勝 会派 準優勝 会派 第３位 会派 第３位 会派 敢闘賞 会派 敢闘賞 会派 敢闘賞 会派 敢闘賞 会派

1 少年１棒 岡野雅花 謙交塾 小沼百花 與儀會舘 内藤大智 修武館 土屋晴南 菊地塾 石川輝 尚武舘 東條楓 尚武舘 西村逞杜 普及会 齋藤夏芽 手武館

2 少年２棒 能勢結愛 謙交塾 釜田真 與儀會舘 霜山希咲 菊地塾 結城太陽 與儀會舘 滝川瑠樹 與儀會舘 秋山太成 尚武舘 篠澤大和 修武館 滝本蒼 修武館

3 少年３棒 齋藤廉 尚武舘 森川いつき 錬桜会 石川隼 尚武舘 浅井晴貴 尚武舘 下川希颯 協会 米山颯祐 協会 鍋山大樹 錬桜会 山﨑妃奈乃 手武館

4 中学棒 岡野沙南 謙交塾 田中健太郎 協会 安達輝 尚武舘 矢ケ崎天峨 謙交塾 小沼心花 與儀會舘 霜山博紀 菊地塾 土屋蒼羽 菊地塾 山本崚太 與儀會舘

5 高校棒 浅香遥音 謙交塾 田中海人 普及会 仙度温葉 協会

6 女子棒 伊藤彩花 尚武舘 日高由季 松門会 浅田桂子 松門会

7 男子級棒 勝田晴彦 與儀會舘 若林久吾 與儀會舘 中嶋昇 與儀會舘 河野誠司 與儀會舘

8 男子段棒 篠原一識 尚武舘 吉澤航志朗 謙交塾 矢ケ崎拓真 謙交塾 竹之内祐司 少林寺流

9 壮年者棒 横山秀浩 與儀會舘 大河内俊次 與儀會舘 平原正仁 松門会 新井正亨 普及会

10 熟年者棒 高知尾智 松門会 小松雅美 松門会 藤村孝三 名古屋 新沼格 松門会

11 障がい者棒 青木幸夫 普及会

12 少年１釵 岡野雅花 謙交塾 小沼百花 與儀會舘 土屋晴南 菊地塾 石川輝 尚武舘 東條楓 尚武舘 西村逞杜 普及会 村上汐杏 尚武舘 菊川弘毅 與儀會舘

13 少年２釵 秋山太成 尚武舘 能勢結愛 謙交塾 滝川瑠樹 與儀會舘 釜田真 與儀會舘 古川詩子 修武館 結城太陽 與儀會舘 霜山希咲 菊地塾

14 少年３釵 田中大斗 協会 鍋山大樹 錬桜会 下川希颯 協会 齋藤廉 尚武舘 石川隼 尚武舘 米山颯祐 協会 浅井晴貴 尚武舘 下川颯太 協会

15 中学釵 岡野沙南 謙交塾 矢ケ崎天峨 謙交塾 加藤颯希 修武館 渡邊葵 菊地塾 小沼心花 與儀會舘 田中健太郎 協会 安達輝 尚武舘 滝川琉珈 與儀會舘

16 高校釵 田中海人 普及会 浅香遥音 謙交塾 加藤環季 修武館

17 女子釵 日高由季 松門会 浅田桂子 松門会 伊藤彩花 尚武舘

18 男子級釵 勝田晴彦 與儀會舘 若林久吾 與儀會舘 河野誠司 與儀會舘

19 男子段釵 矢ケ崎拓真 謙交塾 久保貴英 手武館 吉澤航志朗 謙交塾 篠原一識 尚武舘

20 壮年者釵 横山秀浩 與儀會舘 横山昭一 松門会 平原正仁 松門会 芦垣博志 修武館

21 熟年者釵 高知尾智 松門会 藤村孝三 名古屋 小松雅美 松門会 新沼格 松門会

22 障がい者釵 青木幸夫 普及会

23 少年１組手 鎌本幸之助 尚武舘 石川輝 尚武舘 東條楓 尚武舘

24 少年２組手 釜田真 與儀會舘 結城太陽 與儀會舘 浅井晴貴 尚武舘

25 中学組手 安達輝 尚武舘 滝川琉珈 與儀會舘 山本崚太 與儀會舘

26 硬式組手 風場武雷安 普及会 中嶋昇 與儀會舘 河野誠司 與儀會舘 若林久吾 與儀會舘
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