
種目 第 一 位 第 二 位 第 三 位 第 三 位

（あさひ） 中谷 伊吹 （雷空会）

小学１年生以下女
子 形の部 林 楓來 （加賀） 橋村 怜來 （加賀） 中村 楓花 （辰口）

小学１年生以下男
子 形の部 見付 新 （加賀） 黒木 柚羽 （加賀） 八幡 幸樹

-

小学２年生男子
形の部 安田 怜以 （白山） 宮崎 遥人 （白山） 池田 晴輝 （辰口） 中井 丈琥 （あさひ）

小学２年生女子
形の部

木ノ本 愛哩 （雷空会） 川南 咲菜 （雷空会） 早松 湖彩 （雷空会） 中村 日茉莉 （寺井）

（加賀） 大宮 陽采 （あさひ）

小学３年生女子
形の部

田中 セリ葉 （加賀） 中井 ひなの （あさひ） 古田 菜都芽 （千泉塾）

小学３年生男子
形の部 林 裕真 （加賀） 猪又 優星 （あさひ） 川西 克忠

川端 小花 （千泉塾）

小学４年生男子
形の部 渡部 伊織 （雷空会） 金子 隼士 （白山） 安田 緋呂 （白山） 三谷 琉輝 （あさひ）

小学４年生女子
形の部

松山 奈乃歌 （加賀） 見付 翼 （加賀） 堂下 愛央 （白山） 水上 碧唯 （辰口）

（千泉塾） 川邉 朔人 （あさひ）

小学５年生女子
形の部 中道 美碧 （雷空会） 新口 椿己 （あさひ） 北野 結愛 （加賀）

小学５年生男子
形の部 中田 侑吾 （白山） 横山 愛起 （加賀） 関 陽斗

中村 碧花 （辰口）

小学６年生男子
形の部 村上 太一 （小松） 渡辺 睦斗 （白山） 狭間 春樹 （あさひ） 矢田 極心 （小松）

小学６年生女子
形の部 渡部 逢希 （雷空会） 森 美月 （雷空会） 安藤 千紘 （白山） 本田 莉子 （寺井）

（雷空会） 籔本 空雅 （小松）

中学生女子
形の部 瀬尾 紅花 （加賀） 吹谷 友菜 （加賀） 見付 心 （加賀）

中学生男子
形の部 松森 大和 （雷空会） 長島 菖希 （辰口） 埴崎 心

本島 万葉 （千泉塾）

小学１年生以下
男子組手の部 八幡 幸樹 （あさひ） 見付 新 （加賀） - -

小学２年生男子
組手の部 中井 丈琥 （あさひ） 宮崎 遥人 （白山） 安田 怜以 （白山） 池田 晴輝 （辰口）

-

小学３年生男子
組手の部 川西 克忠 （加賀） 大宮 陽采 （あさひ） 猪又 優星 （あさひ）

小学２年生 女子
組手の部

木ノ本 愛哩 （雷空会） - -

市村 宗平 （千泉塾）

小学３年生女子
組手の部

田中 セリ葉 （加賀） 川端 小花 （千泉塾） 中井 ひなの （あさひ） 高田 佳慧 （白山）

小学４年生男子
組手の部 渡部 伊織 （雷空会） 金子 隼士 （白山） 安田 緋呂 （白山） 松山 明日翔 （加賀）

（辰口） 松本 彩香 （雷空会）

小学５年生男子
組手の部 川端 一徹 （千泉塾） 横山 愛起 （加賀） 関 陽斗 （千泉塾）

小学４年生女子
組手の部 見付 翼 （加賀） 松山 奈乃歌 （加賀） 辻 紬希

今泉 春太郎 （白山）

小学５年生女子
組手の部 新口 椿己 （あさひ） 北野 結愛 （加賀） 中道 美碧 （雷空会） 岩本 唯愛 （あさひ）

小学６年生男子
組手の部 髙見 朔矢 （雷空会） 渡辺 睦斗 （白山） 村上 太一 （小松） 狭間 春樹 （あさひ）

（白山） -

中学１年生男子
組手の部 西 優歩 （雷空会） 向田 匠季朗 （白山） 山岸 莉久 （あさひ）

小学６年生女子
組手の部 渡部 逢希 （雷空会） 森 美月 （雷空会） 安藤 千紘

橋本 叶翔 （加賀）

中学１年生女子
組手の部 林 紗羽 （小松） 見付 心 （加賀） 新口 そら （あさひ） 島貫 礼衣 （加賀）

中学２・３年生男
子 組手の部

髙見 勇利矢 （雷空会） 埴崎 心 （雷空会） 籔本 空雅 （小松） 松森 大和 （雷空会）

（加賀） -
中学２・３年生女
子 組手の部 瀬尾 紅花 （加賀） 吹谷 友菜 （加賀） 吹谷 毬華


