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賞名 部門 支部名 道場名 氏名

金賞 小２下 岐阜県 緑苑剣道少年団 中村郁菜

金賞 小２下 岡山県 真備東剣友会 川上和士

金賞 小２下 福岡県 高田道場 北原航大

金賞 小３・４ 青森県 柏葉少年剣士隊 青山　恕

金賞 小３・４ 千葉県 大和田剣友会 五木田彩乃

金賞 小３・４ 鳥取県 鳥取翔武館 浅尾美月

金賞 小３・４ 高知県 高知致道館少年剣道教室 米澤美緒

金賞 小３・４ 愛媛県 丹原町剣道連盟 越智心都羽

金賞 小５・６ 栃木県 大田原剣友会 植木遼太

金賞 小５・６ 山梨県 甲斐直心館 平沼孝啓

金賞 小５・６ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 津田空咲

金賞 小５・６ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 河南寛汰

金賞 小５・６ 岐阜県 鵜沼第一剣道少年団 佐賀井菜緒

金賞 小５・６ 兵庫県 葺合少年剣友会 上月眞子

金賞 小５・６ 広島県 安浦一心館 島本栞奈

金賞 中学生 北海道 江別東剣道スポーツ少年団 田中克武

金賞 中学生 東京都 東競武道館 掛上紗希

金賞 中学生 静岡県 潜龍館 永島愛実

金賞 中学生 大阪府 三劔会 星田真碧

金賞 中学生 兵庫県 清水台剣修会 岩下栞愛

銀賞 小２下 静岡県 勇修館 大石妃伽

銀賞 小２下 愛知県 愛知静心館 田原彩陽

銀賞 小２下 愛知県 勝川剣友会 林　智大

銀賞 小２下 岐阜県 雙柳舘 神山誠志

銀賞 小２下 佐賀県 楠風道場 山田瑛里子

銀賞 小２下 熊本県 不知火竜道館 しげ山はな

銀賞 小３・４ 新潟県 共栄館道場 小山未来

銀賞 小３・４ 千葉県 中西養心館 津坂幸太郎

銀賞 小３・４ 千葉県 松警少年剣友会 武田莉奈

銀賞 小３・４ 栃木県 大田原剣友会 後藤　蓮

銀賞 小３・４ 東京都 東京修道館 畔上　徹

銀賞 小３・４ 東京都 全日本少年剣道錬成会館 吉永心春

銀賞 小３・４ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 新後那奈

銀賞 小３・４ 静岡県 練武会 川島健勢

銀賞 小３・４ 愛知県 勝川剣友会 戸川一凛

銀賞 小３・４ 佐賀県 鹿島三道会 宮﨑葵子

銀賞 小５・６ 青森県 柏葉少年剣士隊 青山　慈

銀賞 小５・６ 神奈川県 鶴見北辰館三浦道場 杉内芽衣

銀賞 小５・６ 千葉県 新風館 鈴木一輝

銀賞 小５・６ 茨城県 吾妻剣道スポーツ少年団 三河　晴

銀賞 小５・６ 栃木県 大平町少年剣友会 小倉琴乃
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銀賞 小５・６ 埼玉県 松井剣志会 石井啓翔

銀賞 小５・６ 山梨県 甲斐直心館 中込結已

銀賞 小５・６ 愛知県 愛知錬心館 中村莉沙

銀賞 小５・６ 愛知県 愛知錬心館 宮本　有

銀賞 小５・６ 愛知県 愛知錬心館 三輪惇葵

銀賞 小５・６ 鳥取県 倉吉道場 吉田美空

銀賞 小５・６ 鳥取県 河崎少年少女剣道教室 仲宗根 露

銀賞 小５・６ 岡山県 真備東剣友会 長江桃佳

銀賞 小５・６ 長崎県 竹松少年剣道部 田中　翔

銀賞 中学生 岩手県 釜石剣正館 佐々安寿

銀賞 中学生 茨城県 岩間剣友会 鈴木　縁

銀賞 中学生 埼玉県 正誠剣友会 秋庭颯介

銀賞 中学生 福井県 鯖江志士樹館道場 西山実咲

銀賞 中学生 愛知県 愛知錬心館 中村綾沙

銀賞 中学生 三重県 松阪月山会 森田瑚都

銀賞 中学生 広島県 矢野剣志会 今田葵子

銀賞 中学生 広島県 広島己斐道場 井上あかり

銀賞 中学生 愛媛県 久米剣道会 市山莉菜

銀賞 中学生 佐賀県 佐大附属中学校少年剣道クラブ 松尾　渚

銅賞 小２下 千葉県 八幡流水館 小川詩月

銅賞 小２下 静岡県 青島剣道スポーツ少年団 工島　巧

銅賞 小２下 愛知県 愛知錬心館 中村脩真

銅賞 小２下 大阪府 三劔会 川﨑八紘

銅賞 小２下 京都府 妙覚寺道場 堂下幸太朗

銅賞 小２下 奈良県 上北山剣道クラブ 河村諒子

銅賞 小２下 広島県 安浦一心館 吉原ここね

銅賞 小２下 福岡県 春日剣道若水館 西村優成

銅賞 小２下 宮崎県 朱雀館道場 大重一華

銅賞 小３・４ 北海道 室蘭尚志道場 松辻ひより

銅賞 小３・４ 青森県 三宝堂武道館 池田博宣

銅賞 小３・４ 茨城県 (一財)勝田若葉会 前田陽可

銅賞 小３・４ 茨城県 東海村剣友会 武田一希

銅賞 小３・４ 栃木県 高根沢町剣道教室 大森結菜

銅賞 小３・４ 栃木県 鹿沼市剣友会 大貫佑俐

銅賞 小３・４ 埼玉県 妙武館高麗道場 鈴木龍ノ介

銅賞 小３・４ 埼玉県 正誠剣友会 秋庭佑月

銅賞 小３・４ 埼玉県 武蔵館 今濵夕輝乃

銅賞 小３・４ 福井県 福井養正館 寺川凱都

銅賞 小３・４ 福井県 福井養正館 杉本結士

銅賞 小３・４ 京都府 園部少年少女剣道クラブ 横田晴翔
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銅賞 小３・４ 和歌山県 弘武館 井本蒼真

銅賞 小３・４ 兵庫県 妙法寺少年剣道クラブ 神澤亜咲

銅賞 小３・４ 熊本県 東武館 江藤千尋

銅賞 小５・６ 秋田県 楓凛舘鹿角道場 浅石和尊

銅賞 小５・６ 宮城県 岩沼少年剣道錬成会 遠藤妃莉

銅賞 小５・６ 新潟県 上通剣士会 髙橋　湊

銅賞 小５・６ 新潟県 仁智館道場 渡邉一花

銅賞 小５・６ 神奈川県 王子剣友会 堺　叶々

銅賞 小５・６ 千葉県 新風館 関　莉々奈

銅賞 小５・６ 茨城県 八千代剣道教室 大竹穂希

銅賞 小５・６ 栃木県 栃木市中央剣道場 角田琳加

銅賞 小５・６ 栃木県 清原中央道場 池末　紡

銅賞 小５・６ 埼玉県 鴻巣少年剣道会 諏訪瑚乃実

銅賞 小５・６ 埼玉県 新狭山剣志会 稲川慶亮

銅賞 小５・６ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 鍋島巧音

銅賞 小５・６ 石川県 杜の里剣道教室 橘　颯真

銅賞 小５・６ 京都府 篠剣道スポーツ少年団 服部妃那

銅賞 小５・６ 京都府 妙覚寺道場 堂下芽生

銅賞 小５・６ 和歌山県 塩屋道場 池田貴哉

銅賞 小５・６ 島根県 益田警察署剣誠館道場 北浦煌大

銅賞 小５・６ 広島県 広正気会 阿部泰成

銅賞 小５・６ 広島県 広島己斐道場 岩元　凪

銅賞 小５・６ 広島県 尾道かもめ会 高橋　笙

銅賞 小５・６ 徳島県 松紀和会道場 榊　泰誠

銅賞 中学生 青森県 柏葉少年剣士隊 青山　恩

銅賞 中学生 茨城県 谷田部少年剣友会 沼尻　愛

銅賞 中学生 茨城県 仁武舘 小磯結愛

銅賞 中学生 埼玉県 妙武館高麗道場 鈴木　優

銅賞 中学生 埼玉県 草加中央剣友会 石津　愛

銅賞 中学生 山梨県 穴切剣友会 向井詩織

銅賞 中学生 東京都 全日本少年剣道錬成会館 荒牧虎之介

銅賞 中学生 静岡県 剣修舘道場 鳥居尚人

銅賞 中学生 静岡県 浜北武道館 守屋瑠莉

銅賞 中学生 愛知県 愛知静心館 坂下優衣

銅賞 中学生 愛知県 東レ居敬堂 犬塚悠心

銅賞 中学生 愛知県 愛知錬心館 宮本陽菜

銅賞 中学生 徳島県 佐古剣道クラブ 谷本真智子

銅賞 中学生 愛媛県 丹原町剣道連盟 西川雄貴

銅賞 中学生 佐賀県 黒田道場 西　笑


