
佳作　中学生

都道府県 団体名 佳作受賞者名（中）

北海道 札幌茨戸剣道会 植竹優喜

北海道 苫小牧真義館 沼島颯希

北海道 様似カムイ道場 清水理湖

青森 石川少年剣道クラブ 工藤優季

山形 大谷剣道スポーツ少年団 松田ちほみ

山形 小桜錬心会 佐藤清弥

山形 小桜錬心会 佐野楓弥

山形 神子免館道場 齋藤明香里

山形 神子免館道場 新田麻衣

山形 中山武道館 奥山璃胡

山形 中山武道館 二階堂心大

山形 登龍館 塚本ゆき

山形 遷喬道場 佐藤光翼

山形 東栄館道場 佐藤大心

宮城 湯殿山剣道スポーツ少年団 渥美優花

宮城 湯殿山剣道スポーツ少年団 吉田加奈

宮城 中田一心館道場  小諸晴菜

福島 会津白虎剣士会 二瓶　温

福島 会津白虎剣士会 齋藤雅子

福島 振武館須賀川市剣道スポーツ少年団 斧田賢明

新潟 新穂朱鷺剣友会 仲道紗千子

新潟 仁智館道場 中村美空

千葉 市川市剣道連盟 菅野支部 冨山　才

千葉 周南剣道スポーツ少年団 大古侑生

千葉 野栄剣道スポーツ少年団 鳥飼智美

千葉 野栄剣道スポーツ少年団 林　杏奈

千葉 錬心舘市原道場 荘司　響

千葉 錬心舘市原道場 永井愛花

茨城 緑岡少年剣友会 直井勝延

茨城 石岡東剣友会 梶山優人

茨城 城北弘武塾 千葉瑠花

計 135名 中学生



佳作　中学生

都道府県 団体名 佳作受賞者名（中）

茨城 城北弘武塾 小島朋子

茨城 仁武舘 野田萌加

茨城 十王町武道振興会剣道部 幕田　雅

茨城 暁心館 草刈しおり

栃木 宏倫剣道スポーツ少年団 小森宥芽

栃木 日光東照宮道場 佐藤絢香

栃木 日光東照宮道場 江波戸乃々香

栃木 鹿沼市剣友会 大木真宇

栃木 静和剣志会 川田朱音

栃木 河内剣道クラブ 鳴海壮一郎

栃木 春峰 中郷李生

栃木 大平町少年剣友会 横山絢女

栃木 大平町少年剣友会 杉田奏太

埼玉 桜南剣友会 上田朱音

埼玉 草加中央剣友会 松川奈央

埼玉 四誠館鴻巣分館 中村紗世

埼玉 松原剣道スポーツ少年団 近藤　愛

埼玉 平成館 小林未蘭

群馬 高崎剣道教室 神垣琴美

群馬 高崎剣道教室 稲葉友里

群馬 高崎剣道教室 奥田結子

群馬 境野青少年剣道クラブ 髙草木花野

群馬 笠懸剣友会 森川寛基

群馬 高崎魁洸館長井剣道場 中條晴仁

群馬 直心会 渡辺菜々美

山梨 忍野剣心会 天野泰治

山梨 忍野剣心会 三浦珠林愛

計 135名 中学生



佳作　中学生

都道府県 団体名 佳作受賞者名（中）

東京 櫻上水剣友会 阿部有幸

東京 窪町剣道クラブ 関友里香

東京 広武会 高信稜太

東京 城東砂町剣友会 福林璃子

東京 全日本少年剣道錬成会館 初野　翔

東京 全日本少年剣道錬成会館 北原美里

東京 全日本少年剣道錬成会館 柳川里帆

東京 修武館 長谷川千紗

東京 東京修道館 見市　鈴

東京 東競武道館 堀内悠太郎

長野 稲里剣道クラブ 佐藤美杜

富山 水橋錬成館 宮川大輝

富山 雲館村雲道場 大野陽衣

静岡 藤武館 望月彩衣佳

静岡 大岡南剣道少年団 髙川秋磨

静岡 大岡南剣道少年団 長田純菜

静岡 水龍舘 増尾海里

愛知 健礼会近藤道場 永尾まい

愛知 緑警察署正心舘 本多祐士

愛知 要心館 中村珠々

愛知 要心館 藤戸恒成

愛知 愛知錬心館 内藤日和子

愛知 愛知錬心館 中﨑亜美

愛知 愛知錬心館 加藤美貴奈

愛知 東レ居敬堂 三好貴文

愛知 洗心道場 佐々木綾香

愛知 岩倉武道館 安田柚希

愛知 岩倉武道館 横山莉子

愛知 千代が丘剣道教室 池田祐真

岐阜 雙柳舘 岩田千紗子

岐阜 雙柳舘 梅村耕平

計 135名 中学生



佳作　中学生

都道府県 団体名 佳作受賞者名（中）

岐阜 雙柳舘 折戸太一

岐阜 青少年錬成道場剣心館 小野颯真

岐阜 青少年錬成道場剣心館 石原応記

岐阜 青少年錬成道場剣心館 石原加菜

岐阜 さくら会少年剣道部 大平晃己

岐阜 羽島市剣道教室スポーツ少年団 赤尾桃佳

三重 富田剣道少年団 早川愛菜

三重 員弁剣友会 宮本文若

滋賀 八日市少年剣道クラブ 澤井　天

大阪 千石剣道クラブ 尾﨑聖玲奈

大阪 創心館 中西一期

京都 偃修館剣友クラブ 谷口葉菜

京都 京都山科少年剣友会 樋口歩未

京都 錬心会 藤原千雅子

京都 京都蒼龍館 梅原茅里

京都 京都蒼龍館 山本福乃

奈良 吉野剣道クラブ 冨岡功太郎

奈良 天理市剣道連盟 小路未来

奈良 郡山剣道クラブ 吉川悠子

奈良 郡山剣道クラブ 辻田夏音

奈良 鴻ノ池道場 稲濱果歩

和歌山 城山台剣友会 山﨑生真

島根 北陽剣道少年団 祝原颯翔

広島 福山市武道館剣道教室 鈴木美亜

山口 白石少年剣友会 秋貞　陽

山口 護國館 山本佳奈

山口 剣愛会 普喜孝良

香川 小川道場 高森美咲

香川 自習館 奥田章紘

愛媛 楠河剣道スポーツ少年団 伊藤万葉

愛媛 楠河剣道スポーツ少年団 森川はるな

計 135名 中学生



佳作　中学生

都道府県 団体名 佳作受賞者名（中）

愛媛 楠河剣道スポーツ少年団 森川由有

佐賀 六角少年剣道クラブ 八木さくら

佐賀 明倫舘少年剣道クラブ 藤家　優

長崎 岐宿雄岳館 出口杏奈

長崎 横尾少年剣道練成会 鶴屋菜緒

長崎 森山少年剣道クラブ 白川真衣

熊本 熊本 神泉会道場 大賀唯人

大分 三和剣友会 川谷美紗都

大分 三和剣友会 阿部つづみ

宮崎 宮崎北辰館 志野尚美

鹿児島 鹿児島西警察署 剣友館 與﨑隆晟

鹿児島 野田剣道 有川栄理奈

鹿児島 野田剣道 餅井美月

鹿児島 野田剣道 是枝姫奈

鹿児島 野田剣道 梅園颯季

計 135名 中学生


