
競技№ 種目 部門

1 棒 少年1部 小沼　百花 與儀会館 大木　一夏 與儀会館 中江　将喜 尚武舘

2 棒 少年２部 能勢　結愛 謙交塾 ﾏｲｾﾞｲｸﾛ-ﾗﾝﾄ悠 與儀会館 釜田　　真 與儀会館 浅井　晴貴 尚武舘 田中　大斗 下川　颯太 森川　いつき 齋藤　　廉

3 棒 少年３部 遠藤　祐希 協会 萬谷　正義 月心会 田原　美晴 手武館 斉藤　琥楠 尚武館 倉見　紗矢 矢ケ崎　空峨 土屋　蒼羽 千葉　乙葉

4 棒 中学生 井上　智大 尚武館 小堀　太綺 尚武館 宮本　晃希 錬桜会 篠永　芽美 尚武館 木村　結愛 池上　凌玖 浅賀　遥音

5 棒 高校生 波多野　静城 普及会 松本　幸三 励武塾 掛地　夏鈴 手武館 仙度　温葉 協会

6 棒 一般女子 手嶋　泰子 月心会 浅田　桂子 松門会 田村　菜々 松門会 日高　由季 松門会

7 棒 男子有級 竹下　知親 與儀会館 大河内　俊次 與儀会館 風場　武雷安 普及会 菊川　祐治 與儀会館

8 棒 男子有段 馬場　庸平 謙交塾 與儀　清斗 與儀会館 久保　貴英 手武館 吉澤　航志郎 謙交塾

9 棒 壮年者 西田　英明 修武館 宮本　栄一 空臨館 柴田　英吉 普及会 高知尾　智 松門会

10 棒 熟年者 藤村　孝三 名古屋 金子　　弘 普及会 渡辺　年久 松門会 小松　雅美 松門会

11 棒 障害者 田邊　照美 與儀会館

12 釵 少年２部 田中　大斗 協会 浅井　晴貴 尚武館 結城　太陽 與儀会館 勝田　花梨 能勢　結愛 平木　　琴 下川　希颯 萬谷　魁翔

13 釵 少年３部 斉藤　琥楠 尚武館 矢ケ崎　空峨 謙交塾 遠藤　祐希 協会 阪本　真衣 尚武館 滝川　瑠珈 萬谷　正義 倉見　紗矢 田中　渓吾 藤井　洸佑

14 釵 中学生 浅香　遥音 謙交塾 山崎　　晶 協会 藤原　竜玖 謙交塾 舘花　遥季 與儀会館 秋山　太志 細谷　光琉 小堀　太稀 山本　崚太

15 釵 高校生 仙度　温葉 協会 松本　幸三 励武館 波多野　静城 普及会

16 釵 一般女子 手嶋　泰子 月心会 田村　京子 月心会 浅田　桂子 松門会

17 釵 男子有級 竹下　知親 與儀会館 大河内　俊次 與儀会館 尾田　真也 無心館 菊川　祐治 與儀会館

18 釵 男子有段 馬場　庸平 謙交塾 塚本　翔太 尚武館 吉澤　航志朗 謙交塾 與儀　清斗 與儀会館

19 釵 壮年者 宮本　栄一 空臨館 藤野　卓士 協会 平原　正仁 松門会 高知尾　智 松門会

20 釵 熟年者 金子　弘 普及会 小松　雅美 松門会 神谷　園江 普及会 渡辺　年久 松門会

21 釵 障害者 田邊　照美 與儀会館

22 組手 少年１部 富所　聖 清心館 藤原　睦 清心館 中江　将喜 尚武館 菅野　梓 菊池塾

23 組手 少年２部 ﾏｲｾﾞｲｸﾛ-ﾗﾝﾄ悠 與儀会館 結城　太陽 與儀会館 秋山　太成 尚武館 釜田　真 與儀会館 滝川　瑠樹

24 組手 少年３部 畠山　一平 清心館 藤原　琉人 清心館 斉藤　琥楠 尚武館 田中　渓吾 尚武館 滝川　瑠珈 霜山　博紀 工藤　爽士 土屋　蒼羽 千葉　乙葉

25 組手 中学生女子 畠山　礼子 清心館 田中　珠貴 尚武館

26 組手 中学生男子 小堀　太綺 尚武館 井上　智大 尚武館 秋山　太志 尚武館

27 組手 一般男子 塚本　翔太 尚武館 與儀　清斗 與儀会館 畠山　一弘 清心館 大河内　俊次 與儀会館
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