
形 幼児男女
優勝 小森　琥汰朗

２位 畠山　栞奈

３位

形 小学1年男子
優勝 甲斐　大樹 日新館仏生山 川島小学校

２位 佐藤　文太 修交会牟礼 牟礼南

３位 八木　青葉 和道会　香川 引田小

３位 小森　幹太 義照舘　本部 国分寺北部

形 小学1年女子
優勝 森本　綺乃 修交会牟礼 牟礼北

２位 堂尾　苺愛 日新館仏生山 鬼無小学校

３位 植松　凛 日新館仏生山 仏生山小学校

３位 中山　そら 義照舘　本部 坂出市東部

形 小学2年男子
優勝 鶴田　十蒼 日新館仏生山 三渓小学校

２位 白丸　豪 日新館香川中央 一宮小学校

３位 秋山　宗汰朗 修交会牟礼 牟礼北

３位 松岡　紹雲 修交会牟礼 牟礼北

形 小学2年女子
優勝 湯淺　葵乃 修交会牟礼 牟礼北

２位 高橋　雫 修交会牟礼 牟礼北

３位 筒井　美由希 日新館本部 附属高松小学校

形 小学3年男子
優勝 大森　龍河 和道会　大川支部 白鳥小学校

２位 中山　大地 義照舘　本部 坂出市東部

３位 三木　誠央 日新館仏生山 仏生山小学校

３位 甲斐　日向 日新館仏生山 川島小学校

形 小学3年女子
優勝 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小学校

２位

３位

形 小学4年男子
優勝 川崎　博文 日新館仏生山 多肥小学校

２位 白丸　蓮 日新館香川中央 一宮小学校

３位 日下　太陽 日新館本部 志度小学校

３位 岩部　大真 和道会　大川支部 志度小学校

形 小学4年女子
優勝 十河　楓 日新館本部 高松第一小学校

２位 松岡　　凜 修交会牟礼 牟礼北

３位 高原　雅 和道会　香川 志度小

３位 宮谷　麻里愛 和道会　大川支部 本町小学校

形 小学5年男子
優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小学校

２位 新井　裕之佑 日新館本部 中央小学校

３位 根岸　旺太朗 日新館本部 高松第一小学校



３位 畠山　隼矢 糸東会修験館本部道場 弦打小学校

形 小学5年女子
優勝 木村　心 修交会牟礼 牟礼南

２位

３位

形 小学6年男子
優勝 十河　恵雅 日新館本部 高松第一小学校

２位 川崎　隆弘 日新館仏生山 多肥小学校

３位 香川　大一 義照舘　本部 国分寺南部

３位 橋本　虎次郎 日新館仏生山 多肥小学校

形 小学6年女子
優勝 日下　留維 日新館本部 志度小学校

２位

３位

組手 幼児男子
優勝 小森　琥汰朗 義照舘　本部 国分寺北部

２位 奥本　翔大 義照舘　本部 国分寺北部

３位 山下　陽翔 和道会　香川 幼稚園

組手 幼児女子
優勝 佐藤　みちる 日新館仏生山 円座百華保育所

２位 近藤　花帆 日新館仏生山 太田百華幼稚園

３位 前田　明里 和道会　香川 幼稚園

組手 小学1年男子
優勝 甲斐　大樹 日新館仏生山 川島小学校

２位 岡田　歩磨 和道会　香川 引田小

３位 八木　青葉 和道会　香川 引田小

３位 小森　幹太 義照舘　本部 国分寺北部

組手 小学1年女子
優勝 森本　綺乃 修交会牟礼 牟礼北

２位 植松　凛 日新館仏生山 仏生山小学校

３位 中山　そら 義照舘　本部 坂出市東部

組手 小学2年男子
優勝 片岡　翔太朗 日新館仏生山 仏生山小学校

２位 鶴田　十蒼 日新館仏生山 三渓小学校

３位 難波　龍之介 日新館仏生山 一宮小学校

３位 平尾　春樹 日新館仏生山 一宮小学校

組手 小学2年女子
優勝 高橋　雫 修交会牟礼 牟礼北

２位

３位

組手 小学3年男子
優勝 三木　誠央 日新館仏生山 仏生山小学校

２位 甲斐　日向 日新館仏生山 川島小学校

３位 大森　龍河 和道会　大川支部 白鳥小学校

３位 久保　青大 義照舘　本部 国分寺南部

組手 小学3年女子



優勝 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小学校

２位 難波　杏珠 日新館仏生山 一宮小学校

３位

組手 小学4年男子
優勝 日下　太陽 日新館本部 志度小学校

２位 岩部　大真 和道会　大川支部 志度小学校

３位 橋本　大雅 日新館仏生山 多肥小学校

３位 川崎　博文 日新館仏生山 多肥小学校

組手 小学4年女子
優勝 十河　楓 日新館本部 高松第一小学校

２位 高原　雅 和道会　香川 志度小

３位

組手 小学5年男子
優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小学校

２位 新井　裕之佑 日新館本部 中央小学校

３位 津村　慈元 日新館綾川 羽床穣学校

３位 大西　那斗 日新館本部 木太北部小学校

組手 小学5年女子
優勝 植村　紀香 和道会　香川 志度小

２位

３位

組手 小学6年男子
優勝 藤田　輝彦 日新館本部 志度小学校

２位 鶴田　一魁 日新館仏生山 三渓小学校

３位 香川　大一 義照舘　本部 国分寺南部

３位 川崎　隆弘 日新館仏生山 多肥小学校

組手 小学6年女子
優勝 日下　留維 日新館本部 志度小学校

２位

３位


