
ID 種目 順位 氏名 学校
1 女子個人形競技 優　勝 清水　音乃 足立区立栗島
2 女子個人形競技 準優勝 三澤　可奈 熊谷市立富士見
3 女子個人形競技 第三位 田野　恵都 東京女学館
4 女子個人形競技 第三位 福島　愛理 足立区立第四
5 女子個人形競技 第五位 齊藤　美羽 福井工業大学附属福井
6 女子個人形競技 第五位 萩山　七帆 松戸市立河原塚
7 女子個人形競技 第五位 山下　浩奈 城南学園
8 女子個人形競技 第五位 伊藤　さぎり ひたちなか市立那珂湊
9 男子個人形競技 優　勝 渡邊　尚樹 ときがわ町立都幾川

10 男子個人形競技 準優勝 北澤　以進 駒ヶ根市立赤穂
11 男子個人形競技 第三位 神谷　柊伍 武豊町立武豊
12 男子個人形競技 第三位 岡本　拳 青森市立沖館
13 男子個人形競技 第五位 金田　涼太郎 麻布
14 男子個人形競技 第五位 瀧川　魁 大阪市立住之江
15 男子個人形競技 第五位 小野　暉 堺市立赤坂台
16 男子個人形競技 第五位 舟田　葵 津市立朝陽
17 女子個人組手競技 優　勝 千葉　美月 静岡市立清水第二
18 女子個人組手競技 準優勝 土岡　亜緒衣 京都市立九条
19 女子個人組手競技 第三位 細井　映生 如水館
20 女子個人組手競技 第三位 島　愛梨 大阪市立緑
21 女子個人組手競技 第五位 澤江　優月 千葉市立若松
22 女子個人組手競技 第五位 澤島　さくら 京都市立蜂ヶ岡
23 女子個人組手競技 第五位 古賀　萌樹 練馬区立大泉第二
24 女子個人組手競技 第五位 松島　里紗 鎌ヶ谷市立第三
25 男子個人組手競技 優　勝 田村　響 芦北町立佐敷
26 男子個人組手競技 準優勝 崎山　慶成 高松市立木太
27 男子個人組手競技 第三位 南　友之輔 浪速
28 男子個人組手競技 第三位 田丸　太郎 浪速
29 男子個人組手競技 第五位 浜砂　昭仁 新富町立富田
30 男子個人組手競技 第五位 大江　航瑠 千葉市立若松
31 男子個人組手競技 第五位 池澤　海 千葉市立誉田
32 男子個人組手競技 第五位 空閑　翔大 浪速



ID 種目 順位 学校 都道府県
1 女子団体形競技 優　勝 城南学園 大阪府
2 女子団体形競技 準優勝 夙川学院 兵庫県
3 女子団体形競技 第三位 八雲学園 東京都
4 女子団体形競技 第三位 敦賀市立粟野 福井県
5 女子団体形競技 第五位 福岡市立玄洋 福岡県
6 女子団体形競技 第五位 長岡市立与板 新潟県
7 女子団体形競技 第五位 上越市立城東 新潟県
8 女子団体形競技 第五位 浦添市立神森 沖縄県
9 男子団体形競技 優　勝 厚木市立林 神奈川県

10 男子団体形競技 準優勝 川口市立岸川 埼玉県
11 男子団体形競技 第三位 敦賀市立松陵 福井県
12 男子団体形競技 第三位 立川市立立川第五 東京都
13 男子団体形競技 第五位 駒ヶ根市立赤穂 長野県
14 男子団体形競技 第五位 都留市立都留第二 山梨県
15 男子団体形競技 第五位 大阪市立三国 大阪府
16 男子団体形競技 第五位 浜松開誠館 静岡県
17 女子団体組手競技 優　勝 華頂女子 京都府
18 女子団体組手競技 準優勝 府中町立府中 広島県
19 女子団体組手競技 第三位 福井工業大学附属福井 福井県
20 女子団体組手競技 第三位 静岡市立清水第二 静岡県
21 女子団体組手競技 第五位 城南学園 大阪府
22 女子団体組手競技 第五位 横浜市立松本 神奈川県
23 女子団体組手競技 第五位 姫路市立飾磨西 兵庫県
24 女子団体組手競技 第五位 札幌市立屯田北 北海道
25 男子団体組手競技 優　勝 浪速 大阪府
26 男子団体組手競技 準優勝 厚木市立林 神奈川県
27 男子団体組手競技 第三位 静岡理工科大学静岡北 静岡県
28 男子団体組手競技 第三位 東北学院 宮城県
29 男子団体組手競技 第五位 市原市立八幡東 千葉県
30 男子団体組手競技 第五位 名古屋市立港南 愛知県
31 男子団体組手競技 第五位 美濃市立美濃 岐阜県
32 男子団体組手競技 第五位 東福岡自彊館 福岡県


