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小２下 静岡県 青島剣道スポーツ少年団 山本大士朗 小２下 佐賀県 鹿島三道会 宮﨑葵子

小２下 熊本県 玄武館少年剣道クラブ 奥田亮太

小３・４ 福島県 汲深館 稻村健心 小３・４ 千葉県 大和田剣友会 梅田佳歩

小３・４ 栃木県 鹿沼市剣友会 半田絢人 小３・４ 愛知県 砥鹿神社剣道教室 河村咲月

小３・４ 島根県 益田警察署剣誠館道場 北浦煌大 小３・４ 福岡県 平成舘道場 春日御園

小５・６ 千葉県 周南剣道スポーツ少年団 永塚万桜 小５・６ 茨城県 谷田部少年剣友会 沼尻　愛

小５・６ 茨城県 土浦建武館 真隅悠平 小５・６ 大阪府 長正館 小林志隆

小５・６ 愛媛県 丹原町剣道連盟 西川雄貴 小５・６ 長崎県 三和剣正会 野口智宏

小５・６ 鹿児島県 大崎武道館 中尾祐貴

中学生 福島県 伊南武道館 齋藤優衣 中学生 香川県 自習館 山本咲希

中学生 佐賀県 佐賀市立城北中学校 尾鷲美紀 中学生 宮崎県 北辰館 西内蔵之助

小２下 埼玉県 武蔵館 今濵夕輝乃 小２下 愛知県 勝川剣友会 戸川一凛

小２下 奈良県 大淀剣道クラブ 梶井茉歩 小２下 香川県 自習館 井下　葵

小２下 高知県 高知致道館少年剣道教室 米澤美緒 小２下 愛媛県 建武館 山本悠晴

小３・４ 岩手県 新明館橋市道場 大柏稟恩 小３・４ 宮城県 岩沼少年剣道錬成会 遠藤妃莉

小３・４ 千葉県 新松戸南剣幸会 垂井尉二 小３・４ 栃木県 栃木市中央剣道場 慶野隼也

小３・４ 東京都 成城警察署少年剣道部 阿部明日幸 小３・４ 福井県 鯖江志士樹館道場 塚田穂乃

小３・４ 山口県 光市剣道スポーツ少年団 中村麻里愛 小３・４ 佐賀県 六角少年剣道クラブ 辻　琴乃

小３・４ 佐賀県 明星館 松尾勇虎 小３・４ 熊本県 菊池剣道会 菊池白龍館 石谷龍太朗

小３・４ 鹿児島県 大崎武道館 山口　隼 小３・４ 鹿児島県 大崎武道館 中尾亮太

小５・６ 神奈川県 大楠剣道クラブ 鈴木彩葉 小５・６ 茨城県 正念館 小林　舞

小５・６ 茨城県 運武館 川島蒼太 小５・６ 栃木県 鹿沼市剣友会 半田駿平

小５・６ 東京都 梅本少年剣友会 津田恵吾 小５・６ 東京都 成城警察署少年剣道部 阿部幸嬉

小５・６ 石川県 杜の里剣道教室 片山桃花 小５・６ 愛知県 洗心道場 小林心乃

小５・６ 岐阜県 八木山剣道少年団 苅谷茉優 小５・６ 兵庫県 相生若竹会剣道部 田中俊輔

小５・６ 香川県 自習館 久保田楓実 小５・６ 香川県 揚武館 黒見時良

小５・６ 佐賀県 基山少年剣道育成会 鍋島嬉波 小５・６ 大分県 三和剣友会 中山美優

中学生 宮城県 養志館 大沼まこ 中学生 茨城県 利根町剣友会 小林嘉人

中学生 茨城県 岩間剣友会 鈴木　寿 中学生 静岡県 静岡武修館 石橋ひかり

中学生 大阪府 三劔会 星田真碧 中学生 香川県 自習館 久保田紬希

中学生 香川県 揚武館 福田勲人 中学生 宮崎県 北辰館 西内つぐみ

銀賞

金賞



小２下 青森県 柏葉少年剣士隊 青山　恕 小２下 千葉県 市川市 国分剣友会 渡邉栄杜

小２下 千葉県 鬼高剣友会 古田茉桜 小２下 滋賀県 五個荘洗心館 笠松愛芽梨

小２下 山口県 大内剣友会 黒瀬陽生 小２下 山口県 光市剣道スポーツ少年団 藤原柚飛

小２下 高知県 高知致道館少年剣道教室 山村真珠心 小２下 長崎県 諫早少年剣道会　亀舟館 山口桜史朗

小２下 大分県 三和剣友会 中山優馬

小３・４ 山形県 東栄館道場 髙山大翔 小３・４ 福島県 中山道場 緑川菜々子

小３・４ 新潟県 修錬館道場 蓑和忠大 小３・４ 新潟県 修錬館道場 山岸鈴門

小３・４ 新潟県 上通剣士会 髙橋　湊 小３・４ 千葉県 鬼高剣友会 金井美　

小３・４ 千葉県 天羽剣志会 古賀龍輝 小３・４ 茨城県 桜香方正会 井涼花

小３・４ 栃木県 大田原剣友会 生澤絢愛 小３・４ 栃木県 大田原剣友会 佐藤　旬

小３・４ 栃木県 大田原剣友会 植木遼太 小３・４ 東京都 全日本少年剣道錬成会館 竹内　実

小３・４ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 河南寛汰 小３・４ 愛知県 東レ居敬堂 古田美朋

小３・４ 兵庫県 播磨町少年剣道クラブ 園田珠夕 小３・４ 兵庫県 春日台剣友会 小舟貴圭瑠

小３・４ 佐賀県 佐賀修道館 豊増紗奈 小３・４ 佐賀県 剣心館 川崎義征

小５・６ 青森県 柏葉少年剣士隊 青山　恩 小５・６ 青森県 三沢少年剣道隊 牛島杏珠

小５・６ 山形県 櫛引道場 佐藤七渚 小５・６ 福島県 玉川剣友会 小林理咲

小５・６ 千葉県 松警少年剣友会 武田愛莉 小５・６ 千葉県 天羽剣志会 諸岡凛香

小５・６ 茨城県 逆西少年剣友会 松井悟莉 小５・６ 茨城県 結城剣友会 笠島凜菜

小５・６ 茨城県 上野剣道クラブ 冨山琴美 小５・６ 茨城県 仁武舘 西本　隼

小５・６ 栃木県 鹿沼市剣友会 荒川由翔 小５・６ 東京都 武道学園純正館 羽根太陽

小５・６ 東京都 東競武道館 掛上紗希 小５・６ 愛知県 佐屋剣友会 神田郁乃

小５・６ 愛知県 愛知静心館 須藤舞知 小５・６ 滋賀県 山田道場 福島咲希

小５・６ 鳥取県 岩美剣道クラブ 田中みづき 小５・６ 広島県 広島己斐道場 井上あかり

小５・６ 徳島県 養武館 柏原あこ 小５・６ 徳島県 養武館 小田有紗

小５・６ 熊本県 堀田道場 堀田純礼

中学生 福島県 振武館須賀川市剣道スポーツ少年団 斧田明花音 中学生 千葉県 天羽剣志会 諸岡蒼空

中学生 茨城県 谷田部少年剣友会 沼尻優羽 中学生 茨城県 仁武舘 小磯美結

中学生 愛知県 葵剣友会 小栗彩葉 中学生 愛知県 愛知静心館 坂下優衣

中学生 兵庫県 春日台剣友会 瀧尾晟大 中学生 兵庫県 清水台剣修会 峯松みさき

中学生 岡山県 真備東剣友会 諏訪孝太郎 中学生 岡山県 真備東剣友会 長江真優

中学生 愛媛県 浮穴剣優部 菅野愛実 中学生 長崎県 志成会 　 橋杏菜
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櫻


