
Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位
1 慶応義塾 神奈川県 森上　雄大 初段 3年 田野　奏多 初段 3
2 酒田光陵 山形県 後藤　要 二段 2年 難波　佳希 二段 2
3 いなべ総合学園 三重県 平野　大樹 ３級 3年 服部　颯輝 ３級 3
4 松山工業 愛媛県 中川　翔太 ２級 3年 池之内　崇光 二段 2
5 佐世保工業 長崎県 藤田　蓮 二段 2年 浦　琳太郎 二段 1
6 北海学園札幌 北海道 小野寺　拳斗 三段 3年 金子　佳祐 二段 2
7 城北 東京都 芝田　健自 二段 2年 岩鼻　駿 初段 1
8 岡山工業 岡山県 白神　拓実 初段 3年 小林　正人 三段 3
9 前橋 群馬県 片木　源太 ３級 2年 中澤　恵太 ３級 2
10 桜林 千葉県 金子　真和 初段 3年 岩見　凌 初段 2
11 広島城北 広島県 源　拡栄 二段 3年 森岡　勇貴 二段 3
12 村野工業 兵庫県 西久保　輝 初段 3年 池上　史也 初段 3
13 静岡西 静岡県 伊藤　俊輔 ３級 2年 小和田　司 ３級 2
14 秋田高専 秋田県 武田　崇秀 二段 2年 船木　誠哉 二段 1
15 京都廣学館 京都府 藤原　涼 初段 3年 里田　滉一 初段 3
16 中部大第一 愛知県 二村　圭祐 初段 3年 奥谷　京平 初段 3
17 武雄 佐賀県 下田　渉太 三段 3年 木寺　悠太 二段 1
18 小松工業 石川県 打本　颯汰 初段 3年 伊藤　涼大 二段 2
19 坂井農業 福井県 坪内　光成 初段 3年 鰐渕　昇龍 初段 3
20 坂出第一 香川県 大西　拓斗 三段 3年 太田　直輝 二段 2
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1 鳥羽商船高専 三重県 近藤　貴也 ５級 2年 稲田　遊 ５級 2
2 早稲田実業 東京都 居作　和英 三段 3年 小林　和真 三段 3
3 秋田 秋田県 髙橋　伯嘉 二段 3年 土門　虎太郎 二段 2
4 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 静岡県 新間　那粹 初段 3年 小柴　皓嗣 二段 2
5 中部大第一 愛知県 水野　功教 初段 3年 奥田　慶輔 二段 2
6 坂出商業 香川県 山田　葵 三段 3年 大西　彪雅 二段 2
7 佐世保工業 長崎県 杉坂　駿 ３級 2年 久保　空斗 ３級 2
8 京都翔英 京都府 西田　真也 初段 3年 田中　伸拓 二段 3
9 松山工業 愛媛県 松本　工 １級 3年 安岡　洸樹 １級 3
10 関西 岡山県 頭司　大輝 初段 3年 植松　弘貴 初段 2
11 有馬 神奈川県 須藤　大己 三段 3年 小林　壮志 初段 3
12 金沢 石川県 三久　龍哉 三段 3年 三久　慎二 二段 2
13 福井高専 福井県 佐久見　雄大 ５級 3年 内海　安久璃 ５級 3
14 市立福山 広島県 重政　茉於 二段 2年 宮里　虎 二段 2
15 相生産業 兵庫県 村上　良忠 二段 2年 中島　晟 二段 2
16 桜林 千葉県 及川　幹太 初段 3年 酒田　泰丞 初段 2
17 武雄 佐賀県 小野　圭一朗 三段 3年 山﨑　航 初段 3
18 伊集院 鹿児島県 有村　隼人 初段 2年 弓削　勇人 初段 1
19 札幌北陵 北海道 菅原　大我 初段 3年 穴田　黎 初段 3
20 樹徳 群馬県 寒梅　亮仁 二段 3年 大貫　裕也 初段 3

Ｎｏ 学　校　名 都道府県 選手名 資格 学年 選手名 資格 学年 得点 順位

1 相生産業 兵庫県 三宅　歩 三段 3年 應地　龍也 二段 2
2 都城工業 宮崎県 久保田　將聖 三段 3年 鳴海　洸槻 三段 3
3 東海大三 長野県 藤澤　勇飛 三段 3年 牛尼　佳佑 二段 2
4 土浦第二 茨城県 髙橋　憲 ２級 2年 小倉　啓一朗 ２級 2
5 市立一条 奈良県 近藤　祐雅 ３級 2年 中島　悠佑 ３級 2
6 福岡工業 福岡県 大楠　晴吉 初段 2年 八嶋　拡希 初段 2
7 大垣北 岐阜県 松原　一徳 初段 2年 弥永　泰知 初段 2
8 神島 和歌山県 水永　章 初段 3年 小西　悠介 二段 2
9 萩商工 山口県 南部　大智 初段 3年 亀屋　拓仁 二段 1
10 高知工業 高知県 和田　翔太 初段 3年 中脇　大晴 二段 1
11 東北 宮城県 三浦　拓海 初段 3年 森谷　拓登 初段 3
12 上市 富山県 岩本　大志 初段 3年 岩本　有志 初段 1
13 三条東 新潟県 白倉　涼太 初段 3年 五十嵐　浩輔 初段 3
14 城北埼玉 埼玉県 飯塚　靖隆 三段 3年 草間　信徹 初段 2
15 つるぎ 徳島県 井上　知之 二段 2年 新居　総一郎 ６級 1
16 十和田工業 青森県 川田　倫平 二段 3年 布施　健太朗 初段 1
17 大阪産大附属 大阪府 稲田　恒之介 ３級 2年 角　海星 ３級 2
18 大津 熊本県 下川　峻祐 初段 2年 山本　凌雅 １級 2
19 那須清峰 栃木県 土屋　佑騎 １級 3年 久安　聡史 １級 3
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1 高知工業 高知県 安居　侑太朗 ３級 2年 川上　朔哉 ３級 2
2 土浦湖北 茨城県 町田　師 初段 3年 多賀　一輝 初段 3
3 佐伯鶴城 大分県 黒田　涼介 初段 2年 赤峰　裕治 二段 2
4 入善 富山県 石田　冬威 二段 1年 廣瀬　凪 １級 1
5 加茂農林 岐阜県 小倉　啓佑 二段 3年 小池　竜平 二段 3
6 市立一条 奈良県 冨永　昂佑 ３級 2年 井上　幸輝 ３級 2
7 作新学院 栃木県 坂本　和暉 初段 3年 伊澤　昂大 ３級 3
8 大阪 大阪府 木村　皓祐 三段 3年 越智　祐弥 二段 1
9 報徳学園 兵庫県 大城　浩司 三段 3年 平　秀興 初段 2
10 都城工業 宮崎県 池田　勇人 二段 2年 多田　翔一郎 二段 2
11 徳島北 徳島県 和田　慎太郎 二段 3年 田邉　銀平 二段 2
12 野田学園 山口県 荻野　峻弥 二段 2年 三浦　颯 二段 2
13 東北学院 宮城県 阿部　旭秀 二段 2年 後藤　拓真 二段 2
14 白根 新潟県 原　朋宏 初段 3年 樋口　侑弥 初段 3
15 常磐 福岡県 中富　祐里 二段 2年 小佐井　祐太 二段 2
16 東海大三 長野県 飯島　凌 二段 1年 髙山　慶士 二段 1
17 五所川原第一 青森県 佐藤　正星 初段 3年 佐藤　成悟 初段 1
18 川越東 埼玉県 澤田　武 三段 3年 刈屋　壮基 初段 3
19 神島 和歌山県 橘　知希 初段 3年 萩原　亘 初段 3

男子組演武 Ａ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 3Ｒ 1コート

男子組演武 Ｃ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 3Ｒ 3コート

男子組演武 Ｂ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 3Ｒ 2コート

男子組演武 Ｄ 予選Ⅰ・予選Ⅱ 3Ｒ 4コート


