
小学 1 年 型の部 

   ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ  

１．黒川 祐聖 （９級・広島/中 筋） 

   ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ    

２．伊藤鼓太郎 （無級・山口/小野田） 

   ｶﾜﾓﾘ ﾕｳﾄ                         優    勝 

３．川森 悠人 （９級・広島/上 安） 

   ﾎｼﾉ  ｿﾖｶ 

４．星野 爽風 （９級・広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ） 

   ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ 

５．黒川 功聖 （９級・広島/中 筋） 

  ﾀｶﾐ  ﾏｻﾋﾛ 

６．髙見 匡央 （７級・広島/中 筋） 

小学２年 型の部 

   ﾐｸﾆ  ﾖｳﾀ                         優    勝 

７．三国 陽太 （７級・広島/呉焼山） 

   ﾐﾔﾍﾞ  ﾀｸﾄ                         

８．宮部 拓斗 （10 級・山口/山 口） 

   ｷｸｵｶ ｱﾐﾘ 

９．菊岡 愛莉 （９級・広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ） 

小学３年 型の部 

   ｻｻｷ  ﾕｳﾄ 

１０．佐々木悠斗 （７級・山口/宇 部） 

   ﾜﾀﾞ  ｱｷﾄ 

１１．和田 空斗 （無級・山口/秋 穂） 

   ﾀｶﾐ  ﾄﾓﾋﾛ                        優    勝 

１２．髙見 僚寛 （７級・広島/中 筋） 

   ﾉﾑﾗ  ｶﾅｺ 

１３．野村 奏心 （10 級・山口/秋 穂） 

   ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 

１４．岩﨑 智哉 （９級・山口/宇 部） 

  ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 

１５．吉田 一樹 （４級・広島/呉焼山） 

小学４年 型の部 

   ﾅﾘｱｲ ｶﾅﾀ 

１６．成相 翔宥 （４級・直轄島根松江） 

   ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 

１７．岡本 陽斗 （６級・広島/呉焼山） 

   ﾖｼﾉ  ﾕｳﾀ                         優    勝 

１８．吉野 祐太 （４級・山口/下 関） 

   ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 

１９．吉田 琉正 （６級・山口/山 口） 

   ｿｳﾀﾞ ｼｼﾏﾙ 

２０．惣田獅子丸 （６級・広島/中 山） 

  ﾎｼﾉ  ﾘｭｳﾔ 

２１．星野 竜哉 （６級・広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ） 



小学５年 型の部 

 

    ﾉﾑﾗ  ﾎﾉｶ 

２２．野村穂乃香 （４級・山口/秋 穂） 

  ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 

２３．岩﨑 涼太 （６級・山口/宇 部） 

   ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ                          優    勝 

２４．森川 幸紀 （３級・広島/中 筋） 

   ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｺﾞ                        

２５．安田 慎吾 （６級・山口/宇 部） 

   ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｶ 

２６．椙山 幸香 （８級・山口/宇 部） 

   ｶﾜﾉ  ｼｭｳﾀﾛｳ 

２７．河野柊太郎 （４級・山口/防 府） 

 

小学６年 型の部 

 

ﾖｸﾗ  ﾕｳﾀ 

２８．与倉 悠太 （４級・直轄島根松江） 

   ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾄ 

２９．徳山 優人 （６級・山口/山 口） 

ｲﾜﾓﾄ  ﾀｽｸ 

３０．岩元  仙 （６級・山口/浜 田）             優    勝 

  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 

３１．徳永  匠 （５級・山口/秋 穂） 

ﾉﾑﾗ   ﾕｷｺ 

３２．野村夕紀子 （８級・山口/宇 部） 

   ｱﾘﾄﾐ ﾅｵｲｴ 

３３．有冨 直家 （10 級・山口/防 府） 

  ｷｸｵｶ ﾀｸﾏ 

３４．菊岡 拓真 （５級・広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ） 

  ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 

３５．米田 有希 （２級・山口/秋 穂） 

 

壮年 型の部 

 

    ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷﾗ 

３６．杉谷  明 （弐段・山口/小 郡） 

   ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ                          優    勝 

３７．吉田 健一 （３級・直轄島根松江） 

   ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ                        

３８．石森 文久 （３級・山口/周南下松） 

   ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 

３９．山田佳寿美 （２級・山口/宇 部） 

 

 



一般 型の部 

   ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 

４０．米田 拓未 （２級・山口/秋 穂） 

   ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭｲﾁ 

４１．中川 寿一 （３級・広島/海 田） 

   ｲｼｶﾜ ﾐﾗｲ                         優    勝 

４２．石川 未来 （３級・山口/下 関） 

   ﾖｼﾉ  ﾄｳﾏ 

４３．吉野 透真 （初段・山口/下 関） 

   ﾖｼｵｶ ﾀｶﾕｷ 

４４．吉岡 隆行 （８級・山口/防 府） 

  ｲｼｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 

４５．石﨑 文也 （初段・山口/宇 部） 

 

 

幼年・小学１年男女混合ソフトクラス 

    ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ  広島/上 安 

１．中谷 光貴 （10 級・111cm/18kg） 

   ﾀﾊﾗ  ｳﾀ   山口/山 口 

２．田原 生大 （無級・118cm/22kg） 

ﾎｼﾉ  ｿﾖｶ  広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ               優    勝 

 ３．星野 爽風 （９級・122cm/18kg） 

  ﾀｶﾐ  ﾏｻﾋﾛ  広島/中 筋  

 ４．髙見 匡央 （７級・114cm/19kg） 

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘﾝﾍﾟｲ 直轄島根松江 

５．門脇 凛平 （無級・133cm/35kg） 

  ｲﾄｳ  ｺﾀﾛｳ  山口/小野田 

６．伊藤鼓太郎 （無級・118cm/29kg） 

  ﾔﾏﾅｶ ﾄｳﾏ  広島/三 原 

７．山中 撞真 （10 級・115cm/21kg） 

 

 

小学１年男女混合チャンピオンクラス 

    ｶﾜﾓﾘ ﾕｳﾄ  広島/上 安 

８．川森 悠人 （９級・125cm/30kg） 

  ｲﾄｳ  ｺｳｷ    山口/小野田 

９．伊藤 幸貴 （無級・115cm/20kg） 

   ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ  広島/中 筋                   優    勝 

１０．黒川 功聖 （９級・118cm/18kg） 

   ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｳ  広島/呉焼山                        

１１．吉田 美柚 （８級・111cm/21kg） 

   ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ  広島/中 筋 

１２．黒川 祐聖 （９級・120cm/21kg） 

 

 

 



小学２年男子ソフトクラス 

 

    ﾋｷｼﾞ ﾊﾙｷ   広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ             優    勝 

１３．引地 悠基 （９級・130cm/26kg） 

   ﾀﾅｶ  ﾋｶﾙ   山口/下 関 

１４．田中  輝 （10 級・120cm/23kg） 

 

 

小学２年男子チャンピオンクラス 

 

 菊岡 愛莉 三国 陽太 吉村 煌月 

１５．菊岡 愛莉(ｷｸｵｶ ｱﾐﾘ) 

（広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ・9 級・130cm/26kg） 
 C-2 A-10 

１６．三国 陽太(ﾐｸﾆ ﾖｳﾀ) 

（広島/呉焼山・７級・124cm/25kg） 
  A-31 

１７．吉村 煌月(ﾖｼﾑﾗ ｺｳｶﾞ) 

(山口/小野田・無級・127cm/33kg) 
   

 

 

小学３年男女混合ソフトクラス 

    ｶﾜｵｶ ﾏﾅ   山口/宇 部 

１８．河岡 茉菜 （７級・132cm/34kg） 

  ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 直轄島根松江 

１９．池田幸次朗 （10 級・131cm/32kg） 

   ﾜﾀﾞ  ｱｷﾄ   山口/秋 穂                   優    勝 

２０．和田 空斗 （無級・130cm/25kg） 

   ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ  山口/宇 部                        

２１．岩﨑 智哉 （９級・132cm/28kg） 

   ﾀｶﾐ  ﾄﾓﾋﾛ  広島/中 筋 

２２．髙見 僚寛 （７級・129cm/31kg） 

 

 

小学 3 年男女混合チャンピオンクラス 

 

    ｼｵｼﾞ ﾀﾂﾔ   岡山西/矢掛 

２３．塩路 達也 （５級・146cm/54kg） 

   ﾅｶﾂﾎﾞ ﾕｲ   山口/宇 部                   優    勝 

２４．中坪  由 （８級・145cm/36kg） 

   ｻｻｷ  ﾕｳﾄ   山口/宇 部                      

２５．佐々木悠斗 （７級・130cm/24kg） 

   ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ  広島/呉焼山 

２６．吉田 一樹 （４級・126cm/27kg） 

 

 

 



小学４年男子ソフトクラス 

ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ  山口/山 口 

２７．吉田 琉正 （６級・132cm/30kg） 

   ｲｼｳﾗ ｿﾗ   直轄島根松江 

２８．石浦 蒼良 （６級・137cm/29kg） 

ﾀｹﾓﾄ ｻｸ   山口/小野田 

２９．竹本 早功 （８級・134cm/30kg） 

  ﾊﾗ  ﾀｲｾｲ  広島/三 原                     優    勝 

３０．原  大晟 （７級・126cm/27kg） 

ｲﾄｳ  ｿｳｹﾞﾝ  山口/小野田 

３１．伊藤 創玄 （６級・137cm/27kg） 

   ﾎｼﾉ  ﾘｭｳﾔ  広島/ゆめｽﾀｼﾞｵｱ 

３２．星野 竜哉 （６級・140cm/26kg） 

  ﾊﾗﾀﾞ ﾏｵ   山口/小野田 

３３．原田 真臣 （８級・132cm/35kg） 

  ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ   広島/呉焼山 

３４．岡本 陽斗 （６級・139cm/46kg） 

小学４年女子ソフトクラス 

    ﾅｶﾞｼﾏ ﾒｲﾐ   直轄島根松江             優    勝 

３５．永島明依実 （８級・133cm/30kg） 

   ｱｵﾔﾏ ﾕｲ    直轄島根松江 

３６．青山 優衣 （10 級・132cm/27kg） 

小学４年男子チャンピオンクラス 

   ﾖｼﾑﾗ ﾃﾝﾔ   山口/小野田 

３７．吉村 天弥 （４級・142cm/37kg） 

   ｵｶﾞｻﾊﾗ ｿﾗ    広島/呉焼山 

３８．小笠原空良 （４級・130cm/25kg） 

   ﾅﾘｱｲ ｶﾅﾀ   直轄島根松江                 優    勝 

３９．成相 翔宥 （４級・136cm/27kg） 

   ﾖｼﾉ  ﾕｳﾀ   山口/下 関 

４０．吉野 祐太 （４級・133cm/29kg） 

   ｿｳﾀﾞ ｼｼﾏﾙ  広島/中 山 

４１．惣田獅子丸 （６級・128cm/30kg） 

  ﾔﾏﾑﾗ ｼﾞｮｳ  広島/呉焼山 

４２．山村  丈 （４級・138cm/35kg） 

小学５年男女混合ソフトクラス 

    ﾀﾅｶ  ｱｵｲ   山口/下 関 

４３．田中  葵 （９級・145cm/33kg） 

  ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ  山口/宇 部 

４４．岩﨑 涼太 （６級・136cm/31kg） 

   ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ   広島/三 原                  優    勝 

４５．丸山 瑞貴 （６級・135cm/37kg） 

   ﾊﾗ  ﾕｳｽｹ  山口/防 府                        

４６．原  悠介 （10 級・138cm/29kg） 

   ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｺﾞ   山口/宇 部 

４７．安田 慎吾 （６級・138cm/33kg） 



小学５年男子チャンピオンクラス 

ﾓﾘｶﾜ ｺｳｷ   広島/中 筋 

４８．森川 幸紀 （３級・144cm/36kg） 

   ｼｵｼﾞ ﾕｳﾔ   岡山西/矢掛 

４９．塩路 雄也 （４級・146cm36kg） 

ﾋｷｼﾞ ｱｵｲ   広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ 

５０．引地  碧 （６級・140cm/37kg） 

  ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ   山口/小野田                     優    勝 

５１．吉田 雄斗 （４級・134cm/30kg） 

ｶﾜﾉ  ｼｭｳﾀﾛｳ  山口/防 府 

５２．河野柊太郎 （４級・139cm36kg） 

   ｶｷｳﾁ ｼｭｳｼﾝ  広島/三 原 

５３．垣内 秀心 （５級・130cm/32kg） 

  ｺﾚｲｼ ｼｮｳﾘ  山口/下 関 

５４．是石 将利 （９級・139cm/37kg） 

  ｼﾐｽﾞ ﾘｷ    広島/上 安 

５５．清水  力 （７級・143cm/45kg） 

 

 

小学６年男子ソフトクラス 

 

 田中 拓澄 徳山 優人 岩元  仙 

５６．田中 拓澄(ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ) 

（山口/防 府・８級・150cm/36kg） 
 B-10 B-19 

５７．徳山 優人(ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾄ) 

（山口/山 口・６級・141cm/29kg） 
  B-30 

５８．岩元  仙(ｲﾜﾓﾄ ﾀｽｸ) 

(山口/浜 田・６級・142cm/40kg) 
   

 

 

小学６年男子チャンピオンクラス 

    ｷｸｵｶ ﾀｸﾏ   広島/ゆめｽﾀｼﾞｵ 

５９．菊岡 拓真 （５級・150cm/40kg） 

   ﾏｽｲ  ﾘｮｳﾀ   広島/廿日市 

６０．舛井 亮太 （６級・150cm/43kg） 

ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ   山口/秋 穂                 優    勝 

６１．米田 有希 （２級・147cm/40kg） 

  ｵｶﾞｻﾊﾗ ｷｮｳｶﾞ  広島/呉焼山  

６２．小笠原教我 （３級・144cm/29kg） 

ﾖｸﾗ  ﾕｳﾀ   直轄島根松江 

６３．与倉 悠太 （４級・153cm/42kg） 

  ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾒｲ  広島/富士見 

６４．門脇 孔明 （２級・145cm/50kg） 

  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾐ   山口/秋 穂 

６５．徳永  匠 （５級・152cm/45kg） 



 

中学男子 組手の部 

 

   ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ   山口/秋 穂 

６６．米田 拓未 （２級・164cm/49kg） 

   ｳﾔﾏ  ﾀﾞｲｷ   広島/高 陽 

６７．宇山 大揮 （８級・165cm/56kg） 

   ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ   山口/小野田                  優    勝 

６８．吉村 大地 （１級・156cm/49kg） 

   ﾖｼｵｶ ﾀｶﾕｷ  山口/防 府 

６９．吉岡 隆行 （８級・160cm/52kg） 

   ｶﾂﾏ  ﾚｵ   山口/小野田 

７０．勝間 玲央 （２級・153cm/53kg） 

  ｶﾜｵｶ ﾀﾂﾏｻ  山口/宇 部 

７１．河岡 武昌 （５級・182cm/60kg） 

 

 

 

中学女子 組手の部 

 

 中坪 美実 山村風海子 小澤 梨乃 

７２．中坪 美実(ﾅｶﾂﾎﾞ ﾐﾐ) 

（山口/宇 部・２級・159cm/53kg） 
 A-3 A-21 

７３．山村風海子(ﾔﾏﾑﾗ ﾌｳｺ) 

（広島/呉焼山・５級・158cm/48kg） 
  A-37 

７４．小澤 梨乃(ｵｻﾞﾜ ﾘﾉ) 

(広島/三 原・６級・147cm/42kg) 
   

 

 

 

高校男子 組手の部 

 

    ﾅｶﾂﾎﾞ ﾏｵ      山口/宇 部 

７５．中坪 眞男 （２級・179cm/96kg） 

  ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ  山口/宇 部 

７６．前田 晋吾 （２級・168cm/72kg） 

   ｺﾚｲｼ ｱﾕﾑ    山口/下 関                  優    勝 

７７．是石 歩夢 （５級・159cm/70kg） 

   ﾏｴﾀﾞ ｲｯｾｲ  山口/宇 部                        

７８．前田 一成 （１級・172cm72kg） 

   ﾔﾏﾆｼ ﾚﾝ    山口/小野田 

７９．山西  練 （１級・162cm/62kg） 

 

 

 



一般初級・壮年（35-44 歳） 組手の部 

    ﾅﾒﾗ  ｱｷﾄｼ  直轄島根松江 

８０．名目良明利 （弐段・170cm/73kg） 

   ﾊｼﾉ  ｱﾂｼ   山口/岩 国 

８１．橋野 篤志 （８級・172cm/63kg） 

ﾉｻｶ  ｶｽﾞﾉﾘ  山口/周南下松                優    勝 

８２．野坂 和典 （８級・170cm/74kg） 

  ﾉﾑﾗ  ﾏｻﾙ   山口/宇 部 

８３．野村  勝 （３級・175cm/70kg） 

ﾊﾗ  ﾀｶﾔ   直轄島根松江 

８４．原  高哉 （無級・174cm/70kg） 

  ﾄｶﾞｸｼ ﾀｶﾉﾘ  山口/防 府 

８５．戸隠 尊律 （８級・165cm/69kg） 

  ﾆｲﾊﾀ ｷﾖｼ   山口/岩 国 

８６．新畑 清志 （初段・168cm/69kg） 

 

壮年（４５歳以上） 組手の部 

    ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ   直轄島根松江 

８７．後藤 昭雄 （８級・167cm/67kg） 

   ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾋﾛ  山口/周南下松                   優    勝 

８８．山根 好弘 （初段・170cm/72kg） 

   ｲﾏｲ  ﾔｽﾋﾛ  直轄島根松江                      

８９．今井 康裕 （４級・162cm/69kg） 

   ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ  山口/周南下松 

９０．石森 文久 （３級・168cm/60kg） 

 

一般 組手の部 

    ﾎｶﾎﾞﾘ ﾃﾂｵ   山口/防 府 

９１．外堀 徹雄 （弐段・160cm/65kg） 

   ﾑﾗﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ  山口/宇 部                   優    勝 

９２．村本浩太郎 （４級・181cm68kg） 

   ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｼ   広島/上 安                      

９３．中谷 考志 （２級・170cm/64kg） 

   ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ   山口/周南下松 

９４．近藤 勝矢 （初段・167cm/67kg） 

 

 


