
種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞
柴山　香乃 川向　芽奈 小谷　知愛 原田　侑奈     
(泊親会) (林　派) (谷修交) (修交連)     

島袋　杏里 小林　眞花 小畑　佑月 藤田　寿々     
(龍鳳会) (拳和会) (修交連) (谷修交)     

野畠　歩有 中山　愛央衣 網田　沙弥伽 駒沢　聖祈     
(草野派) (林　派) (正剛会) (聖心会)     

島袋　かなさ 北村　ひより 曽根　愛真 新名　彩加     
(龍鳳会) (糸洲会) (研修会) (修交連)     

呉山　一花 奥野　紫月 曽田　さくら 瑞慶山　千寿     
(林　派) (草野派) (谷修交) (龍鳳会)     

小林　永和 郷原　陽菜 森　美糸 島袋　美音     
(草野派) (正剛会) (修交連) (龍鳳会)     
森　唯稀 下田　留華 髙塚　彩夏 竹内　愛乃 吉川　奈那 野畠　沙那 中野　綾女 糸洲　心結
(修交連) (正剛会) (龍鳳会) (正剛会) (谷修交) (草野派) (泊親会) (龍鳳会)

上垣　実聖 田口　侑菜 森田　結衣 山口　葵生     
(谷修交) (谷修交) (拳和会) (谷修交)     

加藤　くるみ 南本　愛良 木原　愛菜 舟川　楓     
(修交連) (拳和会) (大濤会) (糸洲会)     

柴原　悦子 小林　かおり       
(修交連) (糸洲会)       

田中　理絵 具足　恵子       
(賢友流) (三原会)       

櫛田　太海 大山　凛士 河手　感 磯貝　道介     
(修交連) (修交連) (正剛会) (拳和会)     

新里　彪磨 神垣　新 菊川　陽向 源内　大士     
(龍鳳会) (塩川派) (糸洲会) (谷修交)     
永地　湊 中谷　琉偉 髙野　翔永 原田　喜市 戸田　啓翔 河本　一輝 奥谷　桐 西薗　銀太朗
(正剛会) (修交連) (健誠会) (修交連) (拳和会) (谷修交) (健誠会) (正氣会)

磯貝　英介 小林　蒼昊 渡邉　丈 北嶋　日々人     
(拳和会) (泊親会) (修交連) (剛志会)     

濱澤　慧哉 川嶋　倖一斗 原田　湊大 坂口　創弥 畑中　康佑 永山　瑛太 志村　総大 伊藤　総志
(修交連) (草野派) (修交連) (正剛会) (拳和会) (龍鳳会) (拳和会) (拳和会)

中谷　慶良 富永　悠大 清水　鉄司 島袋　琉心     
(谷修交) (正剛会) (泊親会) (龍鳳会)     

濱澤　武龍 神谷　晃汰 山下　生武 金谷　月輝 新小田　准壱 浅井　丈一朗 五味　千空 山村　宗史
(修交連) (龍鳳会) (泊親会) (大濤会) (糸洲会) (拳和会) (大濤会) (塩川派)

三木　龍馬 盛下　達矢 磯村　勇輔 中川　瑠己     
(正剛会) (修交連) (塩川派) (白龍会)     

年代　海里 渡邊　湧斗 舩越　大輔 吉田　啓希     
(拳和会) (正剛会) (谷修交) (松武会)     

木村　竜仁 溝口　慎一       
(龍鳳会) (修交連)       

冨迫　孝一 佐々木　隆人 桑子　和也 高橋　拓男     
(松武会) (大濤会) (拳和会) (正氣会)     

依田　英一 嶋崎　壽勝       
(大濤会) (泊親会)       

63 マスターズ男子1部形 40～49歳

64 マスターズ男子2部形 50～59歳

65 マスターズ男子3部形 60歳～

27 中学男子形

61 高校男子形

62 成年男子形

24 小学4年男子形

25 小学5年男子形

26 小学6年男子形

21 小学1年男子形

22 小学2年男子形

23 小学3年男子形

52 成年女子形

53 マスターズ女子1部形 35～44歳

54 マスターズ女子2部形 45歳～

16 小学6年女子形

17 中学女子形

51 高校女子形

13 小学3年女子形

14 小学4年女子形

15 小学5年女子形
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11 小学1年女子形

12 小学2年女子形



種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞
西野　陽菜 赤木　結茉 大岡　茜 寺田　こと葉     
(健誠会) (拳誠会) (修交連) (大濤会)     

橋本　彩加 小野　華歩実 久保　莉央奈 畠山　奈穂     
(大濤会) (正剛会) (泊親会) (修交連)     

山見　杏里 西村　伊織 佐々木　灯里 藤村　栞愛     
(林　派) (健誠会) (健誠会) (泊親会)     

丑田　紗咲 穴井　羽奏 吉田　れいら 弓崎　仁瑚     
(修交連) (大濤会) (修交連) (國場会)     

近藤　舞桜 櫻井　夏穂 佐藤　万理子 徳光　絆心     
(泊親会) (憲武会) (制護会) (大濤会)     

大角　茉優 丸吉　芽生 堀口　咲心 宮本　心楽     
(大修会) (大濤会) (健誠会) (三原会)     

永田　莉子 宮下　菜穂 海沼　芽音 有田　こころ     
(糸洲会) (糸洲会) (泊親会) (正剛会)     
古俣　心 南原　七海 白坂　友結里 岩下　林檎     
(泊親会) (三原会) (正剛会) (拳誠会)     

山﨑　梓心 櫻井　七海 丸山　ちひろ 三藤　桃瑚     
(糸洲会) (憲武会) (谷修交) (泊親会)     

小西　永遠 本多　一華 加藤　咲菜 貝森　菜央     
(糸洲会) (糸洲会) (糸洲会) (三原会)     

八頭司　明 八頭司　歩       
(正剛会) (正剛会)       

柳岡　比登美        
(國場会)        

岡田　満里 奥田　幸子       
(糸洲会) (憲武会)       

海沼　踏地 市川　佳汰 杉山　葉琉 木村　斗唯     
(泊親会) (泊親会) (泊親会) (泊親会)     
丹羽　然 丑田　一翔 清川　聖真 松永　健佑 大橋　翼 八木澤　豪 竹内　柚希 石坂　蒼太
(泊親会) (修交連) (松真会) (大修会) (大濤会) (泊親会) (修交連) (糸洲会)

寺西　春翔 辰巳　結勇 前田　蓮 藤本　侑駕 坂口　璃橙 林　将義 東﨑　響希 勝呂　誠亜
(糸洲会) (憲武会) (憲武会) (糸洲会) (正剛会) (三原会) (正剛会) (大濤会)

桐竹　悠生 森川　武蔵 吉井　唯斗 石原　孝晟 香川　未竜 関　葵生 坂口　龍太郎 清水　蒼太
(泊親会) (林　派) (林　派) (拳誠会) (糸洲会) (谷修交) (正剛会) (泊親会)

峯岡　颯祐 山見　陸人 志形　壱成 大橋　輝 竹内　和翔 北沢　柊人 牛尾　隼翔 曽根　大暉
(林　派) (林　派) (三原会) (大濤会) (修交連) (泊親会) (塩川派) (大濤会)

金子　右京 岩村　浩也 清水　涼真 佐藤　雄登 大濵　天太朗 吉田　顕 外田　昇太郎 飯田　登生
(糸洲会) (泊親会) (泊親会) (泊親会) (國場会) (正剛会) (松武会) (泊親会)

八頭司　高昌 渡邉　世夏 山村　宗史 福原　要汰 原品　琉海斗 山見　陽人 和田　壮駿 籠嶋　大聖
(正剛会) (泊親会) (塩川派) (糸洲会) (泊親会) (林　派) (谷修交) (泊親会)

上平田　涼太 早瀬　虎太郎 荻原　大和 木村　幸誠 俵　一恩 大番　愛樹 岩崎　琉希 木村　政義
(健誠会) (谷修交) (泊親会) (憲武会) (正剛会) (林　派) (糸洲会) (正剛会)

後藤　琉斗 古俣　登也 足代　海夏 矢ヶ﨑　空峨     
(泊親会) (泊親会) (憲武会) (謙交塾)     

山脇　勇希 船戸　来輝 白井　大誠 中辻　飛翔 熊野　匠真 窪田　蓮 竹内　廉人 三浦　李毅
(三原会) (三原会) (三原会) (三原会) (谷修交) (正氣会) (正剛会) (松和館)
堺　健太 渡部　優真 奥平　誉志宗 奥平　匡翁     
(三原会) (正剛会) (松武会) (松武会)     

出嶋　智年 辰巳　竜一 小向　隼人 田村　直正     
(賢友流) (憲武会) (拳和会) (正剛会)     
迫　昌輝 青木　誠       
(塩川派) (泉武会)       

市居　清善        
(草野派)        

83 マスターズ男子1部組手 40～49歳

84 マスターズ男子2部組手 50～59歳

85 マスターズ男子3部組手 60歳～

49 中学3年男子組手

81 高校男子組手

82 成年男子組手

46 小学6年男子組手

47 中学1年男子組手

48 中学2年男子組手

43 小学3年男子組手

44 小学4年男子組手

45 小学5年男子組手

74 マスターズ女子2部組手 45～54歳

41 小学1年男子組手

42 小学2年男子組手

71 高校女子組手

72 成年女子組手

73 マスターズ女子1部組手 35～44歳

37 中学1年女子組手

38 中学2年女子組手

39 中学3年女子組手

34 小学4年女子組手

35 小学5年女子組手

36 小学6年女子組手

31 小学1年女子組手

32 小学2年女子組手

33 小学3年女子組手


