
部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 茨城県 谷田部少年剣友会 徳永紗英 小２下 兵庫県 播磨町少年剣道クラブ 原　正宗

小２下 高知県 高知致道館少年剣道教室 米澤美緒

小３・４ 茨城県 仁武舘 渡邊煌介 小３・４ 栃木県 河内剣道クラブ 鷹箸美羽

小３・４ 京都府 妙覚寺道場 堂下芽生 小３・４ 和歌山県 塩屋道場 南田凛花

小３・４ 鳥取県 倉吉道場 吉田美空

小５・６ 千葉県 元武館 藤田瑛斗 小５・６ 茨城県 仁武舘 西本　隼

小５・６ 栃木県 栃木市中央剣道場 古内　杏 小５・６ 栃木県 大田原剣友会 薄羽凛咲

小５・６ 山梨県 甲斐直心館 小林駿太 小５・６ 兵庫県 兵庫少年こだま会 宮本侑空

小５・６ 岡山県 真備東剣友会 長江桃佳

中学生 茨城県 利根町剣友会 小林嘉人 中学生 茨城県 仁武舘 小磯美結

中学生 徳島県 佐古剣道クラブ 谷本真智子 中学生 福岡県 黒崎剣友会 武田将輝

中学生 宮崎県 北辰館道場 西内つぐみ

部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 茨城県 小川少年剣友会 長島賢都 小２下 静岡県 静岡武修館 いしばし りょうたろう

小２下 愛知県 千代が丘剣道教室 伊藤楓真 小２下 京都府 京都一龍館 江藤千尋

小２下 和歌山県 弘武館 伏木伸次朗 小２下 山口県 新川少年剣友会 藤尾明栞

小３・４ 北海道 伊達網代道場 中村ゆりあ 小３・４ 神奈川県 東本郷剣道同好会 小出崚翔

小３・４ 千葉県 新風館 石毛瑠夏 小３・４ 栃木県 大田原剣友会 稲葉舞帆

小３・４ 静岡県 せいがん剣道教室 松山珠奈 小３・４ 愛知県 勝川剣友会 戸川一凛

小３・４ 愛知県 愛知錬心館 中村莉沙 小３・４ 兵庫県 あけぼの少年剣友会 中西彩葉

小３・４ 兵庫県 相生若竹会剣道部 寺本貴洋 小３・４ 広島県 黒瀬剣道教室 礒辺彩月

小５・６ 茨城県 運武館 川島蒼太 小５・６ 茨城県 仁武舘 小磯結愛

小５・６ 茨城県 仁武舘 渡邊愛琉 小５・６ 岐阜県 雙柳舘 伊藤万央

小５・６ 和歌山県 吉備剣道クラブ 竹上侑月 小５・６ 和歌山県 塩屋道場 池田貴哉

小５・６ 島根県 法吉少年剣道会 淺野和花 小５・６ 広島県 安浦一心館 島本栞奈

小５・６ 山口県 小月武道館 小釜瑠華 小５・６ 香川県 自習館 久保田楓実

小５・６ 福岡県 平成舘道場 春日御園 小５・６ 佐賀県 佐賀修道館 武富穂奈美

小５・６ 佐賀県 佐賀修道館 山﨑さくら 小５・６ 佐賀県 龍王少年剣道クラブ 井﨑海里

中学生 山形県 米沢恒武館 新保彰人 中学生 神奈川県 東本郷剣道同好会 中野仁視

中学生 茨城県 逆西少年剣友会 松井美羽 中学生 茨城県 東海村剣友会 苅部奏汰

中学生 茨城県 岩間剣友会 鈴木　寿 中学生 埼玉県 草加中央剣友会 石津　愛

中学生 愛知県 愛知錬心館 宮本陽菜 中学生 大阪府 三劔会 星田真碧

中学生 京都府 京都藤ノ森剣道部 岩井　遼 中学生 熊本県 熊本 神泉会道場 歌野花奏

金賞
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部門 支部名 道場名 氏名 部門 支部名 道場名 氏名

小２下 北海道 伊達網代道場 中村北斗 小２下 群馬県 高崎魁洸館長井剣道場 松本優月

小２下 静岡県 富岳館 窪田愛実 小２下 愛知県 東レ居敬堂 古田紫朋

小２下 愛知県 勝川剣友会 戸川二凛 小２下 京都府 夜久野剣友会 伊達　結

小２下 和歌山県 弘武館 北岡　藍 小２下 広島県 安浦一心館 吉原ここね

小２下 熊本県 飽田少年剣道クラブ 豊村蘭菜

小３・４ 青森県 青森紘武館 北畠顕彦 小３・４ 千葉県 高根東剣正会 馬場璃子

小３・４ 千葉県 鬼高剣友会 古田茉桜 小３・４ 東京都 全日本少年剣道錬成会館 畠中大河

小３・４ 東京都 東競武道館 伊東愛実 小３・４ 静岡県 潜龍館剣道スポーツ少年団 永島康成

小３・４ 滋賀県 悠紀剣良会 木村こころ 小３・４ 京都府 小桜道場 小畑柚花

小３・４ 兵庫県 葺合少年剣友会 有田伊吹 小３・４ 広島県 広島西風道場 新井朋樹

小３・４ 福岡県 高田道場 築地原心春 小３・４ 佐賀県 佐賀修道館 山﨑惇矢

小３・４ 佐賀県 明星館 草野恭史朗 小３・４ 長崎県 川棚少年剣友会 松坂心花

小３・４ 宮崎県 宮崎神武館 吉本有穂

小５・６ 山形県 櫛引道場 佐藤梨子 小５・６ 福島県 中山道場 緑川菜々子

小５・６ 新潟県 仁智館道場 渡邉一花 小５・６ 茨城県 青藍館 片渕若葉

小５・６ 栃木県 栃木市中央剣道場 慶野貴哉 小５・６ 栃木県 高根沢町剣道教室 熊谷匠人

小５・６ 埼玉県 桜南剣友会 猪狩侑斗 小５・６ 石川県 金沢西警察署少年剣道教室 金丸航大

小５・６ 福井県 鯖江志士樹館道場 西山倫代 小５・６ 静岡県 富岳館 清水拓哉

小５・６ 愛知県 一ツ木剣道クラブ 上田珠緒 小５・６ 愛知県 武徳館剣道教室 村瀬望未

小５・６ 大阪府 創心館 中西梨乃 小５・６ 兵庫県 春日台剣友会 野村結心

小５・６ 鳥取県 庄内道場 舩越莉乃 小５・６ 島根県 益田警察署剣誠館道場 児玉　樹

小５・６ 広島県 広島西風道場 新井楓夏 小５・６ 香川県 仏生山スポーツ少年団剣友会 環　実桜

小５・６ 福岡県 苅田清信館 相島杏海 小５・６ 福岡県 大野中央剣道スポーツ少年団 小嶋七菜

小５・６ 佐賀県 高木瀬少年剣道会 吉岡遼太朗

中学生 青森県 秀峰館 澤崎　拓 中学生 福島県 汲深館 鈴木勇作

中学生 茨城県 利根町剣友会 杉山由馬 中学生 茨城県 谷田部少年剣友会 沼尻優羽

中学生 埼玉県 草加中央剣友会 金子侑楽 中学生 東京都 全日本少年剣道錬成会館 小松伶依子

中学生 東京都 全日本少年剣道錬成会館 荒牧虎之介 中学生 東京都 梅本少年剣友会 津田恵吾

中学生 静岡県 静岡武修館 石橋ひかり 中学生 愛知県 愛知静心館 坂下優衣

中学生 愛知県 東レ居敬堂 犬塚悠心 中学生 愛知県 桜武館 大林蓮和

中学生 鳥取県 大山町剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 金尾健杜 中学生 山口県 新川少年剣友会 西野向日葵

中学生 愛媛県 丹原町剣道連盟 西川雄貴
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