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賞名 部門 支部名 道場名 氏名

金賞 小２下 岡山 真備東剣友会 川上和士

金賞 小２下 高知 室戸少年防犯剣道部 森　大耀

金賞 小２下 佐賀 楠風道場 山田瑛里子

金賞 小３・４ 山形 鈴川道場 川村すみれ

金賞 小３・４ 茨城 巧美会剣道教室 木村　元

金賞 小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会 大貫佑俐

金賞 小３・４ 群馬 高崎剣道教室 加藤　愛

金賞 小３・４ 福岡 高田道場 平島　光

金賞 小３・４ 熊本 不知火竜道館 茂山蓮花

金賞 小５・６ 北海道 北斗剣友会 鍋谷弘稀

金賞 小５・６ 秋田 奥檜館道場 根田あかり

金賞 小５・６ 神奈川 王子剣友会 堺　叶々

金賞 小５・６ 山梨 甲斐直心館 平沼孝啓

金賞 小５・６ 静岡 潜龍館 永島康成

金賞 小５・６ 福岡 高田道場 平島　優

金賞 中学生 新潟 仁智館道場 渡邉一花

金賞 中学生 茨城 運武館 川島蒼太

金賞 中学生 岡山 真備東剣友会 長江桃佳

金賞 中学生 徳島 佐古剣道クラブ 谷本真智子

金賞 中学生 長崎 志成会 松島有実

銀賞 小２下 千葉 中西養心館 津坂花奈

銀賞 小２下 茨城 (一財)勝田若葉会 前田結可

銀賞 小２下 茨城 十王町武道振興会剣道部 富岡　凛

銀賞 小２下 群馬 館林邑楽武道館 岩田彩愛

銀賞 小２下 愛知 勝川剣友会 林　智大

銀賞 小２下 三重 松阪月山会 稲垣翔瑛

銀賞 小２下 長崎 川棚少年剣友会 中尾美央里

銀賞 小３・４ 千葉 八幡流水館 小川詩月

銀賞 小３・４ 埼玉 久喜剣友会 中濵莉子

銀賞 小３・４ 埼玉 久喜剣友会 大場千代

銀賞 小３・４ 三重 白山剣道スポーツ少年団 小林みちの

銀賞 小３・４ 京都 夜久野剣友会 日和賢太郎

銀賞 小３・４ 和歌山 広川少年剣道教室 辻　希斗

銀賞 小３・４ 和歌山 弘武館 向井飛雁

銀賞 小３・４ 和歌山 弘武館 北岡　藍

銀賞 小３・４ 山口 新川少年剣友会 藤尾明栞

銀賞 小３・４ 佐賀 嘉瀬少年剣道クラブ 内田美空

銀賞 小３・４ 佐賀 小城桜武館 黒岩芽衣

銀賞 小３・４ 大分 三和剣友会 相良明里

銀賞 小５・６ 青森 青森紘武館 北畠顕彦

銀賞 小５・６ 千葉 新風館 関 莉々奈

銀賞 小５・６ 千葉 松警少年剣友会 渡辺真琴

銀賞 小５・６ 茨城 土浦警察道場 山﨑友愛

銀賞 小５・６ 長野 穂高剣友会 髙木つき
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銀賞 小５・６ 石川 金沢西警察署少年剣道教室 照田結衣

銀賞 小５・６ 愛知 東丘少年剣友会 太田朔楽

銀賞 小５・６ 三重 旺武道場 宮田華愛

銀賞 小５・６ 兵庫 あけぼの少年剣友会 中西彩葉

銀賞 小５・６ 鳥取 鳥取翔武館 大島すず

銀賞 小５・６ 広島 黒瀬剣道教室 礒辺彩月

銀賞 小５・６ 山口 一心館 坂田みゆき

銀賞 中学生 石川 金沢西警察署少年剣道教室 金丸航大

銀賞 中学生 愛知 愛知錬心館 伊與田 真生

銀賞 中学生 愛知 東レ居敬堂 犬塚悠心

銀賞 中学生 愛知 愛知錬心館 中村綾沙

銀賞 中学生 愛知 一ツ木剣道クラブ 上田珠緒

銀賞 中学生 愛知 愛知静心館 坂下莉歩

銀賞 中学生 三重 松阪月山会 森田瑚都

銀賞 中学生 兵庫 清水台剣修会 山田莉桜

銀賞 中学生 大分 三和剣友会 相良桃花

銅賞 小２下 千葉 高根東剣正会 武田陽和

銅賞 小２下 東京 東京修道館 畔上　弦

銅賞 小２下 静岡 大剣会 櫻沢結依香

銅賞 小２下 静岡 田子浦剣道スポーツ少年団 遠藤蒼輔

銅賞 小２下 静岡 岩松剣道少年団 渡邉耀葉

銅賞 小２下 愛知 江南武道館 加藤天望

銅賞 小２下 岐阜 羽島市剣道教室スポーツ少年団 久保村健汰

銅賞 小２下 兵庫 春日台剣友会 門脇由依

銅賞 小２下 佐賀 明倫舘 森澤愛梨

銅賞 小２下 宮崎 朱雀館道場 大重一華

銅賞 小３・４ 青森 柏葉少年剣士隊 工藤あさひ

銅賞 小３・４ 山形 櫛引道場 高橋花暖

銅賞 小３・４ 山形 遷喬道場 小野寺陽葵

銅賞 小３・４ 千葉 中西養心館 川名由紗

銅賞 小３・４ 千葉 八重原剣道クラブ 梅木直太郎

銅賞 小３・４ 茨城 納場剣道スポーツ少年団 篠原瑞稀

銅賞 小３・４ 茨城 日高道場 王　子俊

銅賞 小３・４ 埼玉 花栗剣友会 榊原有紀

銅賞 小３・４ 東京 東京修道館 畔上　徹

銅賞 小３・４ 東京 全日本少年剣道錬成会館 畠中大地

銅賞 小３・４ 静岡 静岡武修館 川口まな

銅賞 小３・４ 三重 旺武道場 宮田　尚
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銅賞 小３・４ 島根 法吉少年剣道会 西村珠桜

銅賞 小３・４ 高知 高知致道館少年剣道教室 米澤美緒

銅賞 小３・４ 佐賀 神埼町少年剣道クラブ 諸田健輔

銅賞 小３・４ 佐賀 小城桜武館 眞子智己

銅賞 小３・４ 鹿児島 玉江剣道スポーツ少年団 川畑佑太

銅賞 小５・６ 宮城 吉成剣友会 菊池　希

銅賞 小５・６ 新潟 地蔵堂剣士会 皆川和奏

銅賞 小５・６ 神奈川 足柄錬心館 西山千紘

銅賞 小５・６ 茨城 (一財)勝田若葉会 前田征那

銅賞 小５・６ 茨城 (一財)勝田若葉会 和田英志郎

銅賞 小５・６ 埼玉 武蔵館 中山昊空

銅賞 小５・６ 群馬 錬心館中島道場 福島拓実

銅賞 小５・６ 富山 高岡武道館少年剣道教室 河口晴香

銅賞 小５・６ 静岡 勇修館 池田羽奈

銅賞 小５・６ 愛知 愛知錬心館 中村莉沙

銅賞 小５・６ 愛知 愛知錬心館 宮本珠緒

銅賞 小５・６ 岐阜 丹生川剣志館 住 爽太朗

銅賞 小５・６ 三重 神風館道場 小嶋奈子

銅賞 小５・６ 兵庫 葺合少年剣友会 有田伊吹

銅賞 小５・６ 島根 持田少年剣道クラブ 松本　柚

銅賞 小５・６ 山口 光市剣道スポーツ少年団 藤原柚飛

銅賞 小５・６ 福岡 平成舘道場 吉岡暖々

銅賞 小５・６ 大分 玄武館道場 伊藤奈帆

銅賞 小５・６ 沖縄 糸満剣志会 笹川柚羽

銅賞 中学生 福島 会津白虎剣士会 君　隆平

銅賞 中学生 千葉 長狭剣友会 佐藤苺衣

銅賞 中学生 山梨 甲斐直心館 中込結已

銅賞 中学生 山梨 甲斐直心館 伊藤亜祐里

銅賞 中学生 東京 梅本少年剣友会 津田恵吾

銅賞 中学生 石川 金沢西警察署少年剣道教室 河南寛汰

銅賞 中学生 福井 敦賀市剣道スポーツ少年団 田中十愛

銅賞 中学生 三重 三重一心剣友会 森田心美

銅賞 中学生 広島 安浦一心館 吉原ひなの

銅賞 中学生 広島 広島己斐道場 岩元　凪

銅賞 中学生 福岡 黒崎剣友会 武田将輝

銅賞 中学生 佐賀 有明中学校 井﨑海里

銅賞 中学生 佐賀 黒田道場 西　笑

銅賞 中学生 長崎 竹松少年剣道部 芮　序知


