
部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 愛知 愛知錬心館 中村莉沙 小２下 熊本 全日本武道具 尚武館道場 平元絵真

小２下 鹿児島 鹿児島西警察署『剣友館』 上村　典

小３・４ 茨城 土浦建武館 真隅悠平 小３・４ 栃木 大田原剣友会 薄羽凛咲

小３・４ 大阪 創心館 中西梨乃 小３・４ 奈良 広陵太子会 竺原侑来

小３・４ 島根 益田警察署剣誠館道場 児玉　樹 小３・４ 佐賀 嘉瀬少年剣道クラブ 伊藤さくら

小５・６ 千葉 周南剣道スポーツ少年団 永塚万桜 小５・６ 東京 萌木剣道教室 星野三四郎

小５・６ 東京 田園調布警察署少年剣道部 田原慧一 小５・６ 愛知 愛知静心館 坂下優衣

小５・６ 岡山 真備東剣友会 諏訪孝太郎 小５・６ 香川 自習館 山本咲希

小５・６ 佐賀 鹿島三道会 小森萌々華

中学生 茨城 岩間剣友会 深作真美 中学生 栃木 御幸剣道クラブ 安田海翔

中学生 栃木 紘武館 渡辺幸暉 中学生 宮崎 宮崎北辰館道場 志野仁紀

部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 千葉 松警少年剣友会 武田莉奈 小２下 埼玉 松井剣志会 石本咲代

小２下 埼玉 平成館 白井遥真 小２下 三重 朝明剣道少年団 槇田虎太朗

小２下 兵庫 春日台剣友会 藤川瑚子 小２下 佐賀 北茂安少年剣道クラブ 太田蒼士

小３・４ 宮城 臥牛館道場 青田咲椋 小３・４ 神奈川 光武館道場 三浦涼太郎

小３・４ 茨城 結城尚武館 海老原愛結 小３・４ 茨城 明信館 甲斐雅也

小３・４ 茨城 仁武舘 渡邊愛琉 小３・４ 鳥取 庄内道場 後藤　明

小３・４ 広島 広島己斐道場 井上あかり 小３・４ 香川 丸亀武道館一心会 髙見佳生

小３・４ 福岡 黒崎剣友会 秋山太志 小３・４ 佐賀 鹿島三道会 松田晋圭

小３・４ 熊本 玄武館少年剣道クラブ 森川雅華 小３・４ 鹿児島 大崎武道館 中尾亮太

小５・６ 青森 浩徳館 葛西あいら 小５・６ 福島 振武館・須賀川市剣道スポーツ少年団 三島木 悠雅

小５・６ 新潟 新津剣道連盟 鈴木ひかり 小５・６ 千葉 松警少年剣友会 武田愛莉

小５・６ 茨城 利根町剣友会 杉山由馬 小５・６ 埼玉 正誠剣友会 秋庭颯介

小５・６ 東京 成城警察署少年剣道部 阿部幸嬉 小５・６ 愛知 一ツ木剣道クラブ 近藤　希

小５・６ 愛知 浅井剣友会 宮田峻輔 小５・６ 奈良 郡山剣道クラブ 荒川知保

小５・６ 兵庫 清水台剣修会 山田莉桜 小５・６ 福岡 高田道場 佐田祥瑛

小５・６ 佐賀 鹿島三道会 西村仁吾 小５・６ 佐賀 三田川少年剣道クラブ 堤　美菜

中学生 青森 浩徳館 工藤紗弥佳 中学生 栃木 武学塾 伊藤慶子

中学生 栃木 大田原剣友会 髙井　環 中学生 東京 全日本少年剣道錬成会館 楠本美優

中学生 静岡 藤武館 臼井芽衣 中学生 島根 益田警察署剣誠館道場 児玉湖春

中学生 佐賀 佐賀市立城北中学校 尾鷲美紀 中学生 長崎 三井楽少年剣道クラブ 福元 那美葵

銀賞

金賞



部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 神奈川 久里浜剣友会 新井朋樹 小２下 神奈川 大塚台剣士育心会 高川結衣

小２下 千葉 松戸東警察署少年剣道推進会 手代木 陽仁 小２下 茨城 仁武舘 赤塚崇介

小２下 山梨 忍野剣心会 渡邉武志 小２下 東京 全日本少年剣道錬成会館 安藤　粋

小２下 愛知 東丘少年剣友会 高木桃佳 小２下 和歌山 野崎少年剣道クラブ 山口 虹心

小２下 広島 広島志尚会 新田晄己

小３・４ 福島 中山道場 緑川いずみ 小３・４ 福島 汲深館 稻村健心

小３・４ 神奈川 鶴見北辰館三浦道場 杉内芽衣 小３・４ 千葉 市川市剣道連盟 菅野支部 大川夏生

小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会 半田絢人 小３・４ 栃木 高根沢町剣道教室 川口麻耶

小３・４ 栃木 高根沢町剣道教室 熊谷匠人 小３・４ 栃木 高根沢町剣道教室 早瀬燿平

小３・４ 東京 修武館 安藤有亜 小３・４ 福井 鯖江志士樹館道場 西山倫代

小３・４ 静岡 田子浦剣道スポーツ少年団 惟村賢吾 小３・４ 愛知 浅井剣友会 江藤暖人

小３・４ 愛知 愛知錬心館 柴田瑛子 小３・４ 三重 朝明剣道少年団 浦野桃羽

小３・４ 京都 京都剣道教室少年部 根来美卯 小３・４ 広島 尾道かもめ会 島田　知

小３・４ 香川 自習館 久保田楓実 小３・４ 香川 自習館 中根すず

小５・６ 北海道 江別東剣道スポーツ少年団 杉浦耀介 小５・６ 新潟 新津剣道連盟 穂苅 明日羽

小５・６ 千葉 市川市国分剣友会 青山香穂 小５・６ 千葉 松警少年剣友会 星賀優衣

小５・６ 千葉 錬心舘市原道場 三吉秀直 小５・６ 茨城 佐野若葉会 高安隆仁

小５・６ 栃木 壬生町少年剣道教室 菅原悠生 小５・６ 埼玉 正誠剣友会 大島吾太

小５・６ 福井 福井少年剣道クラブ 笹野京愛 小５・６ 福井 鯖江志士樹館道場 西山実咲

小５・６ 静岡 岩松剣道少年団 福原朱音 小５・６ 愛知 愛知錬心館 安藤大玄

小５・６ 愛知 愛知静心館 須藤舞知 小５・６ 愛知 愛知剣心館 植村一登

小５・６ 広島 黒瀬剣道教室 信田悠已 小５・６ 山口 新川少年剣友会 西野 向日葵

小５・６ 佐賀 三田川少年剣道クラブ 伊東那月 小５・６ 大分 三和剣友会 中山美優

小５・６ 宮崎 宮崎北辰館道場 西内つぐみ 小５・６ 鹿児島 大崎武道館 諸木康仁

小５・６ 鹿児島 大崎武道館 中尾祐貴

中学生 宮城 桃武館道場 佐藤　光 中学生 茨城 下妻剣志舘 池田吉輝

中学生 栃木 田沼剣友会 木村　桜 中学生 栃木 静和剣志会 坂本はな

中学生 愛知 守山剣道スポーツ 中野綺華 中学生 愛知 武徳館剣道教室 大谷琉騎

中学生 岐阜 本田剣道少年団 古田理紗 中学生 岡山 岡山武徳館道場 森本葉月

中学生 山口 美峰剣友会 阿部日南乃 中学生 長崎 三和剣正会 野口央奈

中学生 宮崎 宮崎北辰館道場 椎　浩紀 中学生 宮崎 宮崎北辰館道場 西内蔵之助

銅賞


