
スギヤマ　カイト ハセガワ　ワクヤ

杉山　海斗 長谷川　湧也
クシビキ　セイヤ ナリタ　ナオヤ

櫛引　聖文 成田　尚弥
ツシマ　ソウタ タニハラ　ダイキ

津島　蒼汰 谷原　大樹
ヒロセ　マサト サトウ　セイジ

広瀬　将人 佐藤　青磁
コンドウ　ユウセイ シンドウ　ダイキ

近藤　祐生 新藤　大輝
イガラシ　ゴウ アサハラ　カンタ

五十嵐　豪 浅原　莞太
イワハシ　ショウマ クロダ　アユム

岩橋　翔馬 黒田　歩夢
ササキ　ナオキ ドイ　ナオ

佐々木　尚希 土居　直生

【静岡西部】

【広島県】

決勝

【山形県】

【山梨県】

4 8

10 12

男子個人実戦競技(中学生の部)（16人）

【新潟県】

【青森県】

【広島県】

1

2

【山梨県】

5

6

9

13

11

16
14

【静岡西部】

【宮城県】

【富山県】

7

【山形県】 【青森県】
3

【静岡西部】

【新潟県】

【宮城県】

三決

15

優勝 第２位 第３位 第４位

サイトウ　ミヅキ ナガオ　マサヒデ

齋藤　爾月 長尾　政秀
カワサキ　リョウタ ホンマ　ユウダイ

川崎　凌汰 本間　雄大
マツダ　アルシン ウラベ　カンタ　

松田　有信 浦辺　寛大
ホリイ　ダイヤ コンドウ　ワタル

堀井　大也 近藤　亘
ミナモト　ジンペイ ヒロセ　カオル

源　迅兵 広瀬　郁
オカ　マサキ ツシマ　レンペイ

岡　聖輝 津島　蓮平
イシオカ　ケイト タカハシ　ナオキ

石岡　京登 髙橋　尚樹
オヤマ　ヨウタ ヤマダ　ケイタ

小山　陽大 山田　敬汰
タニハラ　ジンタ サトウ　ユウマ

谷原　尋太 佐藤　優真
マエダ　ヨシキ トガシ　ケイタ

前田　佳樹 富樫　圭太

17

【山梨県】 【神奈川県】

【東京多摩】 【山梨県】

【静岡東部】 【広島県】

【宮城県】 【青森県】

男子個人実戦競技(小学校高学年の部)（20人）

【新潟県】 【静岡西部】

【広島県】 【新潟県】
9 11

決勝

【青森県】 【山形県】
14

15

16

18
20

【和歌山県】 【富山県】
1

2

3

5

6

7

13

【富山県】 【静岡東部】
4 8

10

【山形県】 【宮城県】
12

三決

19

優勝 第２位 第３位 第４位



オリハラ　コトネ サトウ　アヤ

折原　琴音 佐藤　彩
ツネタ　カナエ イシクラ　ミカコ

常田　奏 石倉　美佳子
サトウ　マユ ハタケヤマ　ソラキ

佐藤　真優 畠山　宙林
アツミ　ヒナ フクシ　サクラ

渥美　日菜 福士　さくら
ハシウラ　カリン

橋浦　花林
ムラカミ　カイリ ヤマナカ　ミチ

村上　海里 山中　美智

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

10

【宮城県】 【青森県】

【宮城県】

【広島県】 【山梨県】

3

7

11
8 9

【山形県】 【東京多摩】

5

決勝

女子個人実戦競技(中学生の部)（11人）

【静岡西部】 【山形県】

【青森県】 【富山県】
1 2

4 6

シンドウ　レイナ タムラ　ミサキ

進藤　玲那 田村　望咲
クドウ　ハナ イシカワ　カナ

工藤　花 石川　花奈
ドイ　ミユ スドウ　ミナモ

土居　美結 須藤　美波萌
アキヤマ　ユカ カンダ　ナツネ

秋山　由香 神田　夏音
サトウ　ワカナ ホソカワ　リオン

佐藤　和奏 細川　璃音
サクライ　レイ ムラカミ　ミズキ

櫻井　玲 村上　海月
カトウ　スズハ キミザワ　カズハ

加藤　鈴葉 桾澤　紀葉
カトウ　ユウア アサイ　ミク

加藤　優明 浅井　美空
ヌキワ　マナ サトウ　サクヤ

貫和　　愛 佐藤　沙玖夜
ソゴウ　イブキ

十河　衣芙季

女子個人実戦競技(小学校高学年の部)（19人）

【山梨県】 【山形県】

【青森県】 【宮城県】
6

1

11

3

12 14【広島県】 【静岡東部】

【静岡西部】 【神奈川県】

【静岡東部】 【青森県】

決勝
4 8

16 17
19

【宮城県】 【広島県】

【新潟県】 【山梨県】

【山形県】 【東京城東】
2

5 9

10
13

15

【富山県】 【静岡西部】

【神奈川県】
7

三決

18

優勝 第２位 第３位 第４位



チバ　ウリュウ コヤナギ　ケンタロウ

千葉　海琉 小柳賢太郎
ムラマツ　カンタ カゴミヤ　ユタカ

村松　寛太 篭宮　豊
セノ　ジュンスケ ドイ　ナオ

瀬野　淳介 土居　直生
クシビキ　セイヤ イキミ　ユウタ

櫛引　聖文 伊岐見　悠太
ツシマ　ソウタ ドイ　シュンプウ

津島　蒼汰 土井　隼風
スギヤマ　トワ ハスイケ　タカヤス

杉山　音羽 蓮池　孝康
キタムラ　ダイチ ハタノ　ケンタ

北村　大地 波多野　堅太
ハシリイ　ヒロアキ アサハラ　カンタ

走井　啓朗 浅原　莞太
サノ　ヒロミ オノデラ　リュウショウ

佐野　裕瞳 小野寺　龍将
タニハラ　ダイキ ムラマツ　シュンノスケ

谷原　大樹 村松　俊之介
ミヤザキ　ケイタ

宮崎　敬太

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

20

【富山県】 【静岡西部】

【和歌山県】

3

9

13

【新潟県】 【新潟県】

【埼玉県】 【青森県】

【山形県】 【宮城県】

2

8 11

5
17

15

【青森県】 【愛知県】

【広島県】 【宮城県】

【静岡西部】 【山形県】

決勝
6 10

1918
21

【和歌山県】 【広島県】

男子個人法形競技(中学生の部)　(21名)

【宮城県】 【和歌山県】

【静岡西部】 【山梨県】
1

7

4

12

1614

アオヤギ　ゼロ ソゴウ　トモハル

青柳　是呂 十河　倫玄
ミスミ　ユウノ ミツイ　カイラ

三角　侑生 三井　海羅
イトウ　ユウタ マルイシ　タイセイ

伊藤優太 丸石　大生
ミウラ　リョウマ キムラ　シンセイ

三浦　諒馬 木村　心星
イワヤマ　ミキト クドウ　ソウマ

岩山　未希斗 工藤　颯眞
オカムラ　ケンヤ オカザキ　マヒロ

岡村　健矢 岡崎　真拓
ウラベ　ハルキ キタムラ　タクト

浦辺　晴喜 北村　拓途
オオツカ　リク

大塚　陸

決勝

男子個人法形競技(小学校低学年の部)（15人）

【新潟県】 【神奈川県】

【神奈川県】 【山梨県】

【千葉県】 【和歌山県】

1

2

5

6

8 10

【青森県】 【青森県】

【山梨県】 【山形県】

【山形県】 【宮城県】
3 7

9 11

12 13
15

【富山県】 【新潟県】

【宮城県】
4

三決

14

優勝 第２位 第３位 第４位



オヤマ　ヨウタ ササハラ　ゼンキ

小山　陽大 笹原　善輝
サトウ　ユウマ ハシリイ　タカヒロ

佐藤　優真 走井　崇浩
イシオカ　コウヤ オカ　マサキ

石岡　昂哉 岡　聖輝
コヤ　タダト スギヤマ　ユウジロウ

小屋　忠士 杉山　優二郎
ナカムラ　ナオキ ウラベ　カンタ　

中村　尚綺 浦辺　寛大
イカガワ　タイチ スエナガ　ライキ

五十川　大智 末永　礼一
カツヤマ　ケイスケ イシグロ　コタロウ

勝山　敬介 石黒　鼓太朗
チバ　アキサ ヒシヤ　リュウセイ

千葉　輝渚 菱屋　龍成
ミナモト　ジンペイ イシオカ　ケイト

源　迅兵 石岡　京登
ツシマ　レンペイ コンドウ　タクミ

津島　蓮平 近藤　匠
イシカワ　ユウ クリハラ　ヒロアキ

石川　悠 栗原　啓瑛
サトウ　ジュキ ヒキノ　ハルキ

佐藤　寿樹 引野　晴貴
タニハラ　トモヤ フナヤマ　ショウキ

谷原　朋也 船山　翔貴
マツダ　アルシン

松田　有信

【青森県】 【静岡東部】

男子個人法形競技(小学校高学年の部)（27人）

【宮城県】 【宮城県】

【静岡東部】 【埼玉県】
1

2

12

7

8

16

【山梨県】 【新潟県】

決勝

【神奈川県】 【富山県】

【新潟県】 【和歌山県】
3
13

20

9

17

22

【静岡西部】 【山形県】

【宮城県】 【山梨県】

【東京多摩】 【青森県】
4
14

24

10

18

25
27

【広島県】 【神奈川県】

【山形県】 【広島県】

【埼玉県】 【千葉県】
5

15

21

11

19

23

【富山県】 【静岡西部】

【和歌山県】
6

三決

26

優勝 第２位 第３位 第４位



サトウ　マユ モチヅキ　マホ

佐藤　真優 望月　麻帆
ナガオ　マユコ タカハシ　カノ

長尾　真由子 高橋　華野
アツミ　ヒナ コバヤシ　ユリ

渥美　日菜 小林　夕莉
フクシ　サクラ ツネタ　カナエ

福士　さくら 常田　奏
イシクラ　ミカコ コマツ　アミ

石倉　美佳子 小松　愛実
コンドウ　ジュリ ヤマナカ　ミチ

近藤　壽凜 山中　美智
タノウエ　ユウキ サトウ　アヤ

田上　優希 佐藤　彩
ムラカミ　カイリ マツイ　タマキ

村上　海里 松井 瑶希
ハタケヤマ　ソラキ デグチ　カズハ

畠山　宙林 出口　果結葉
アライ　スミレ

荒井　すみれ

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

18

【新潟県】
5

【和歌山県】 【山形県】

【広島県】 【埼玉県】

【東京多摩】 【和歌山県】

2

9

10

7

13
14

【青森県】 【青森県】

【富山県】 【宮城県】

【神奈川県】 【山梨県】

決勝

19

4 8

16 17

【宮城県】 【山形県】

女子個人法形競技(中学生の部)　(19名)

【山形県】 【静岡西部】

【静岡西部】 【新潟県】
1 3

6 11

12 15

タノウエ　タマキ イズミ　マヤ

田上　珠希 泉　真彩
インベ　シホ オヤマ　ミズキ

印部　志穂 小山　瑞来
ムロイ　ハナ タナカ　サホ

室井　花菜 田中　咲帆
タカハシ　リオン クドウ　ユイ

高橋　凛音 工藤　弓依
ショウジ　ナホ タノウエ　カズキ

精進　菜歩 田上　和希
タカダ　アヤネ コンドウ　マリ

髙田　絢音 近藤　真凜
ヒライ　マキ カジハラ　ミオ

平井　真樹 梶原　光桜

【新潟県】 【和歌山県】
決勝

女子個人法形競技(小学校低学年の部)（14人）

【和歌山県】 【新潟県】

【山梨県】 【宮城県】
1

2

4

5

8 9

【宮城県】 【山形県】

【山梨県】 【和歌山県】

【山形県】 【神奈川県】
3 6

7

14

10

11 12

【静岡西部】 【宮城県】

三決

13

優勝 第２位 第３位 第４位



ソゴウ　イブキ タノウエ　マサキ

十河　衣芙季 田上　晶希
ホソカワ　リオン クボタ　サクラ

細川　璃音 久保田　桜
サトウ　エリサ ナカジョウ　カノン

佐藤　恵璃咲 仲條　奏音
ヌキワ　マナ ドイ　ミユ

貫和　　愛 土居　美結
アサイ　ミク オカダ　カホ

浅井　美空 岡田　歌歩
アツミ　ケイ ヒライ　マコ

渥美　景 平井　真鼓
サトウ　アユ サトウ　ワカナ

佐藤　杏優 佐藤　和奏
ムラカミ　ミズキ サクライ　レイ

村上　海月 櫻井　玲
スドウ　ミナモ クドウ　ハナ

須藤　美波萌 工藤　花
ミナモト　セアラ アイカワ　シホ

源　晴新 相川　詩帆
キミザワ　クレハ アオヤギ　マリカ

桾澤　紅葉 青柳　鞠花
オノ　モエサ

小野　萌紗

【新潟県】 【山形県】

女子個人法形競技(小学校高学年の部)（23人）

【神奈川県】 【和歌山県】

【青森県】 【神奈川県】
1

8

5

13

16 18

【富山県】 【広島県】

【東京城東】 【山梨県】

【宮城県】 【静岡西部】

決勝

23

2
9

6

1420 21

【山形県】 【静岡東部】

【広島県】 【宮城県】

【静岡東部】 【青森県】
3

10

7

15

17 19

【和歌山県】 【神奈川県】

【山梨県】 【新潟県】

【静岡西部】

4

11

12

三決

22

優勝 第２位 第３位 第４位



※試合番号の順に試合を行います

団体実戦競技（10チーム）

静岡西部　
4

新潟県B
1

山梨県B
10

87

6

2

山形県A

宮城県A

決勝

3

9

優勝 第２位 第３位 第４位

5

三決

山梨県A

青森県　

山形県B

宮城県B

新潟県A



（予選）

Ｎｏ 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

1 宮城県B

2 山形県B

3 神奈川県B

4 宮城県A

5 山梨県A

6 静岡西部B

7 新潟県B

8 神奈川県A

9 静岡西部A

10 山梨県B

11 和歌山県B

12 山形県A

13 和歌山県A

14 新潟県A

＜予選順位＞

（決勝進出）

Ｎｏ 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

1

2

3

4

＜決勝順位＞

団体法形競技（14チーム）

※競技順番は昨年の大会実績と実行委員会で抽選を行いました

第１位 第２位 第３位 第４位

第４位優勝 第２位 第３位



（予選）

Ｎｏ 団体名 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 副審5 合計 タイム
時間
減点

場外
減点

得点 順位

1 新潟県B

2 和歌山県B

3 宮城県A

4 神奈川県

5 山梨県B

6 広島県

7 宮城県B

8 和歌山県A

9 静岡西部B

10 山形県B

11 富山県

12 青森県

13 山形県A

14 山梨県A

15 新潟県A

16 静岡西部A

＜予選順位＞
第１位

（決勝進出）

Ｎｏ 団体名 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 副審5 合計 タイム
時間
減点

場外
減点

得点 順位

1

2

3

4

＜決勝順位＞

優勝

※競技順番は、昨年の大会実績と実行委員会で抽選を行いました

団体展開競技（16チーム）

第２位

第４位

第３位 第４位

第２位 第３位


