
部⾨ クラス 優勝 所属 準優勝 所属 第三位 所属 第三位 所属 敢闘賞 所属 敢闘賞 所属 敢闘賞 所属 敢闘賞 所属
少年１部 星野　遥斗 尚武舘 土屋　澄春 菊地塾 菊川　みのり 琉成會 小林　幸太郎 修武館

少年２部 小沼　百花 琉成會 東條　楓 尚武舘 白川　恵士 琉成會 井出　衣乃利 尚武舘 阿部　翔大 菊地塾 小林　紗奈子 修武館 石川　輝 尚武舘 小野澤　謡 琉成會

少年３部 釜田　真 琉成會 能勢　結愛 謙交塾 阿部　優奈 菊地塾 岡野　雅花 謙交塾 結城　太陽 琉成會 秋山　太成 尚武舘 石田　歩夢 菊地塾 田崎　壱 修武館

中学⽣ 土屋　蒼羽 菊地塾 本庄　雅喜 錬桜会 浅井　晴貴 尚武舘 安達　輝 尚武舘 岡野　沙南 謙交塾 田中　渓吾 尚武舘 宮本　拓 尚武舘 斉藤　琥楠 尚武舘

⾼校⽣ 田中　健太郎 協会 田中　海人 普及会 加藤　環季 修武館 渡邉　葵 菊地塾

⼀般⼥⼦有級 宮地　久実子 普及会 勝田　美紗子 琉成會 矢島　慶乃 手武館 原　恭子 普及会

⼀般⼥⼦有段 手嶋　泰子 少林寺流振興会 伊藤　彩花 尚武舘 日高　由季 松門会 塚本　知聡 尚武舘

⼀般男⼦有級 勝田　晴彦 琉成會 山城　正大 沖伝武サークル 高橋　ジョン 協会 原　豊 普及会

⼀般男⼦有段 矢ヶ﨑　拓真 謙交塾 與儀　清允 琉成會 久保　貴英 手武館 吉澤　航志朗 謙交塾 竹下　知親 琉成會 ズゥオン ヴァン ホップ 文武館 矢ヶ﨑　泰河 謙交塾 風場　武雷安 普及会

壮年⼥⼦有級 飯塚　貴子 普及会 河野　光子 普及会 前多　久美子 普及会 松尾　由美 普及会

壮年⼥⼦有段 田村　京子 少林寺流振興会 槌田　真奈美 秀門会 徳長　桂 手武館

壮年男⼦有級 小沼　雄一 琉成會 若林　久吾 琉成會 中嶋　昇 琉成會 古寺　代志継 手武館 宇田川　善和 普及会 山田　秋日郎 普及会 喜多　猛 普及会 沼田　尚 普及会

壮年男⼦有段 横山　秀浩 琉成會 多田　貴幸 協会 大河内　俊次 琉成會 岡井　新二 月心会 吉川　貴光 普及会 諸橋　徹 協会 熊谷　隆毅 協会

熟年者 小松　雅美 松門会 大江　弘元 松門会 藤村　孝三 名古屋 神谷　園江 普及会

障がい者 田邉　照美 琉成會 青木　幸夫 普及会

少年１部 星野　遥斗 尚武舘 菊川　みのり 琉成會 土屋　澄春 菊地塾

少年２部 小沼　百花 琉成會 石川　輝 尚武舘 阿部　翔大 菊地塾 伍井　元希 尚武舘 鈴木　良太郎 尚武舘 小野澤　謡 琉成會 安達　彩 尚武舘 東條　楓 尚武舘

少年３部 阿部　優奈 菊地塾 釜田　真 琉成會 能勢　結愛 謙交塾 西村　逞杜 普及会 土屋　晴南 菊地塾 石田　歩夢 菊地塾 稲見　龍治 菊地塾 秋山　太成 尚武舘

中学⽣ 岡野　沙南 謙交塾 安達　輝 尚武舘 浅井　晴貴 尚武舘 土屋　蒼羽 菊地塾 田中　渓吾 尚武舘 田中　大斗 協会 安達　司 尚武舘 霜山　博紀 菊地塾

⾼校⽣ 渡邉　葵 菊地塾 田中　健太郎 協会 加藤　環季 修武館 田中　海人 普及会

⼀般⼥⼦有級 勝田　美紗子 琉成會 石井　愛 琉成會 宮地　久実子 普及会

⼀般⼥⼦有段 手嶋　泰子 少林寺流振興会 仙度　温葉 協会 伊藤　彩花 尚武舘 塚本　知聡 尚武舘

⼀般男⼦有級 山城　正大 沖伝武サークル 高橋　ジョン 協会 勝田　晴彦 琉成會 原　豊 普及会

⼀般男⼦有段 與儀　清允 琉成會 矢ヶ﨑　拓真 謙交塾 久保　貴英 手武館 吉澤　航志朗 謙交塾 川上　紘史 守礼之邦 花城　達紀 琉成會 新藤　直樹 尚武舘 牛込　雄大 協会

壮年⼥⼦有級 飯塚　貴子 普及会 河野　光子 普及会 前多　久美子 普及会 古賀　恵子 普及会

壮年⼥⼦有段 槌田　真奈美 秀門会 徳長　桂 手武館 田村　京子 少林寺流振興会

壮年男⼦有級 渡嘉敷　吏 琉成會 小沼　雄一 琉成會 番澤　誠 協会 若林　久吾 琉成會

壮年男⼦有段 横山　秀浩 琉成會 吉川　貴光 普及会 大河内　俊次 琉成會 横山　昭一 松門会 平原　正仁 松門会 熊谷　隆毅 協会 諸橋　徹 協会 岡井　新二 月心会

熟年者 小松　雅美 松門会 藤村　孝三 名古屋 大江　弘元 松門会 神谷　園江 普及会

障がい者 田邉　照美 琉成會 青木　幸夫 普及会

少年１部 鈴木　良太郎 尚武舘 星野　遥斗 尚武舘 井出　衣乃利 尚武舘

少年２部 石川　輝 尚武舘 東條　楓 尚武舘 伍井　元希 尚武舘 安達　彩 尚武舘

少年３部 釜田　真 琉成會 結城　太陽 琉成會 菊川　弘毅 琉成會 植原　琉希空 尚武舘

中学１部 安達　司 尚武舘 浅井　晴貴 尚武舘 石川　隼 尚武舘 細谷　拓未 琉成會

中学２部 安達　輝 尚武舘 戸ケ里　駿 尚武舘 田中　渓吾 尚武舘 倉見　紗矢 尚武舘

⼀般男⼦ 大木　一夢 琉成會 與儀　清允 琉成會 和田　龍樹 琉成會 勝田　晴彦 琉成會

壮年男⼦ 渡嘉敷　吏 琉成會 多田　貴幸 協会 大河内　俊次 琉成會 中嶋　昇 琉成會

⼀般男⼦ 與儀　清允 琉成會

⼀般⼥⼦ 手嶋　泰子 少林寺流振興会
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