
賞名 氏名 部門 支部名 道場名

金賞 松本悠希 小２下 埼玉 志多見少年剣友会

金賞 櫻井健憲 小２下 群馬 館林赤羽剣友会

金賞 島田奏汰 小２下 奈良 耳成剣友会

金賞 佐々木愛実 小２下 和歌山 美浜少年剣道クラブ

金賞 刀川心美 小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会

金賞 児玉湖春 小３・４ 島根 益田警察署剣誠館道場

金賞 光岡青海 小３・４ 岡山 修道館山形道場

金賞 平野　初 小３・４ 福岡 黒崎剣友会

金賞 末次優希 小３・４ 福岡 三潴若風館

金賞 寺園　仁 小３・４ 鹿児島 太陽少年剣道クラブ

金賞 佐竹莉菜 小５・６ 宮城 森剣友会

金賞 生駒たまを 小５・６ 茨城 岩間剣友会

金賞 髙井　環 小５・６ 栃木 大田原剣友会

金賞 古郡優衣 小５・６ 栃木 おもちゃのまち剣道教室

金賞 黒見太良 小５・６ 香川 揚武館

金賞 東元　咲 小５・６ 佐賀 楠風道場

金賞 大沼寛季 中学生 宮城 養志館

金賞 森川夏帆 中学生 愛媛 楠河剣道スポーツ少年団

金賞 竹下みなみ 中学生 佐賀 城北中学校剣道部

金賞 松本はるひ 中学生 佐賀 明倫舘少年剣道クラブ



銀賞 青田咲椋 小２下 宮城 臥牛館道場

銀賞 森田和子 小２下 千葉 野間会

銀賞 佐々木一悟 小２下 栃木 鹿沼市剣友会

銀賞 三浦涼太郎 小２下 東京 全日本少年剣道錬成会館

銀賞 尾嶋　櫂 小２下 島根 津田剣友会

銀賞 木下茉生都 小２下 東京 常盤台剣友会

銀賞 土井晴佳 小２下 福岡 西武館

銀賞 相島咲来 小２下 福岡 苅田清信館

銀賞 齋藤まな 小３・４ 山形 養勇館青空剣道教室

銀賞 篠崎元彦 小３・４ 茨城 自燈剣道スポーツ少年団

銀賞 牛坂あすか 小３・４ 茨城 暁心館

銀賞 竹内　聡 小３・４ 東京 全日本少年剣道錬成会館

銀賞 池田千尋 小３・４ 愛知 久田剣道場

銀賞 水本暉人 小３・４ 奈良 鴻ノ池道場

銀賞 野上正登 小３・４ 和歌山 海南弘道館

銀賞 長江真優 小３・４ 岡山 真備東剣友会

銀賞 鎌田　藍 小３・４ 福岡 宮竹少年剣道クラブ

銀賞 植松泰士 小３・４ 佐賀 能古見少年剣道クラブ

銀賞 山下もね 小３・４ 熊本 順道館

銀賞 西内つぐみ 小３・４ 宮崎 宮崎北辰館

銀賞 鈴木慧真 小５・６ 宮城 八幡剣友会

銀賞 栗城　心 小５・６ 福島 会津白虎剣士会



銀賞 秋元健太郎 小５・６ 埼玉 栗橋雄武館

銀賞 楠本美優 小５・６ 東京 全日本少年剣道錬成会館

銀賞 臼井芽衣 小５・６ 静岡 藤武館

銀賞 川澄莉子 小５・６ 愛知 梅園剣道教室

銀賞 伊藤美結 小５・６ 三重 員弁剣友会

銀賞 小濱栞衿 小５・６ 和歌山 塩屋道場

銀賞 今枝　琴 小５・６ 和歌山 美浜少年剣道クラブ

銀賞 渡邊由唯 小５・６ 島根 城東少年剣道会

銀賞 石井陽葵 小５・６ 佐賀 明倫舘少年剣道クラブ

銀賞 志野仁紀 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館

銀賞 堀口佳穂 小５・６ 鹿児島 南月少年剣道クラブ

銀賞 熊谷　希 中学生 岩手 飯岡研心剣道スポーツ少年団

銀賞 竹内愛也花 中学生 秋田 泉流　剣正塾

銀賞 中山心路 中学生 千葉 野間会

銀賞 田野竜都 中学生 山口 上宇部誠心館

銀賞 福田有紗 中学生 香川 揚武館

銀賞 上米良 凜 中学生 宮崎 朱雀館道場

銀賞 桜井江美 中学生 宮崎 宮崎神武館



銅賞 太田悠生 小２下 新潟 清徳館

銅賞 白倉鞠衣 小２下 山梨 都留剣道スポーツ少年団

銅賞 中村綾沙 小２下 愛知 愛知錬心館

銅賞 徳重　華 小２下 京都 偃修館剣友クラブ

銅賞 清水陽花 小２下 奈良 金陽剣道クラブ

銅賞 池田貴哉 小２下 和歌山 塩屋道場

銅賞 鳥居紀良 小２下 和歌山 弘武館川辺道場

銅賞 喜多村奏佑 小２下 鳥取 境港松濤館

銅賞 武田将輝 小２下 福岡 黒崎剣友会

銅賞 東元　周 小２下 佐賀 楠風道場

銅賞 宮嵜大光 小２下 長崎 小浜少年剣道部

銅賞 西内夢乃 小２下 宮崎 宮崎北辰館

銅賞 島野佑梨 小３・４ 千葉 天羽剣志会

銅賞 小林嘉人 小３・４ 茨城 利根町剣友会

銅賞 戸張陽菜 小３・４ 茨城 十王町武道振興会剣道部

銅賞 植村幸恵 小３・４ 埼玉 草加中央剣友会

銅賞 小松伶依子 小３・４ 東京 全日本少年剣道錬成会館

銅賞 﨑元惟香 小３・４ 福井 福井養正館

銅賞 松本煌河 小３・４ 静岡 浜北剣道スポーツ少年団

銅賞 福川煌陽 小３・４ 静岡 浜北剣道スポーツ少年団

銅賞 山内亜季 小３・４ 岐阜 緑苑剣道少年団

銅賞 東　瑚子 小３・４ 和歌山 広川少年剣道教室

銅賞 藤野釉妃 小３・４ 広島 広島己斐鯉城館

銅賞 楠山宏遵 小３・４ 山口 研道館

銅賞 相島吏桜 小３・４ 福岡 苅田清信館



銅賞 オウレット　ノア 小３・４ 福岡 平成舘道場

銅賞 坂本煌晟 小３・４ 福岡 あすなろ剣道教室

銅賞 川嶋乃々華 小３・４ 佐賀 基山少年剣道育成会

銅賞 坂田あつし 小３・４ 長崎 川棚少年剣友会

銅賞 海江田　咲 小３・４ 鹿児島 鹿児島西警察署 剣友館

銅賞 本田賢美 小５・６ 福島 会津白虎剣士会

銅賞 井川由楽 小５・６ 埼玉 六劔清心会

銅賞 渡邉瑠奈 小５・６ 山梨 忍野剣心会

銅賞 長田真美 小５・６ 山梨 忍野剣心会

銅賞 小林敢太 小５・６ 山梨 甲斐直心館

銅賞 宮本凜太郎 小５・６ 山梨 甲斐直心館

銅賞 遠藤美悠 小５・６ 東京 東京小島剣友会

銅賞 遠藤　和 小５・６ 静岡 富岳館

銅賞 上田海人 小５・６ 愛知 東山スポーツ少年団

銅賞 安藤あおい 小５・６ 愛知 愛知錬心館

銅賞 吉川莉慧子 小５・６ 奈良 郡山剣道クラブ

銅賞 楠山慈由 小５・６ 山口 研道館

銅賞 藤井悠生 小５・６ 山口 末武剣道同好会

銅賞 野村咲月 小５・６ 福岡 福岡清龍会

銅賞 鶴﨑　匠 小５・６ 福岡 高田道場

銅賞 西内蔵之助 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館

銅賞 椎　浩紀 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館

銅賞 塚田あかり 小５・６ 鹿児島 太陽少年剣道クラブ

銅賞 政岡千佳 小５・６ 鹿児島 蒲生剣道スポーツ少年団

銅賞 菅原　萌 中学生 山形 真武館



銅賞 斉藤詩織 中学生 山形 村山武道館

銅賞 池田日奈 中学生 富山 水橋錬成館

銅賞 髙橋立城 中学生 福井 鯖江志士樹館道場

銅賞 山仲悠真 中学生 岐阜 青少年錬成道場剣心館

銅賞 德本菜々美 中学生 山口 白石少年剣友会

銅賞 梶平美空 中学生 香川 一般財団法人 玄武道場

銅賞 森川芽衣 中学生 愛媛 楠河剣道スポーツ少年団

銅賞 下川兼生 中学生 佐賀 北茂安少年剣道クラブ

銅賞 中村実聖 中学生 佐賀 佐賀北振少年剣道クラブ

銅賞 岩田彩果 中学生 宮崎 宮崎北辰館


