
1 佐藤　珀久 （明倫館）

2 根岸　健留 （明倫館）

3 勝田　涼成 （明倫館）

4 桑野　英雅 （柿生剣）

5 谷口　遼太朗 （明倫館）

6 豊澤　健太 （明倫館）

7 吉澤　舜悟 （明倫館）

8 酒井　東吾 （柿生剣）

9 池田　健太郎 （明倫館）

10 黒田　春陽 （明倫館）

1 西田　晴一 （香林寺）

2 松川　恵大 （柿生剣）

3 泉　恭啓 （金程剣）

4 河野　日向子 （金程剣）

5 濱　光 （修道館）

6 山崎　光稀 （香林寺）

7 末政　立行 （柿生剣）

8 藤川　昊士 （柿生剣）

9 玉城　花楓 （金程剣）

10 豊田　幸哉 （香林寺）

11 田村　旬 （柿生剣）

12 三井　礼陽 （香林寺）

13 藤井　昊輝 （明倫館）

14 豊田　茜 （柿生剣）

15 中野　凜々 （金程剣）



1 森井　雅大 （修道館）

2 牛込　昴 （金程剣）

3 今尾　碩人 （香林寺）

4 笠原　幸太郎 （金程剣）

5 三澤　幸仁 （柿生剣）

6 寺田　陽 （麻生剣）

7 大橋　直也 （香林寺）

8 征矢　桃己 （麻生剣）

9 中野　蒼依 （金程剣）

10 網野　礼 （麻生剣）

11 小山　大翔 （金程剣）

12 井上　莉子 （麻生剣）

13 髙橋　葵 （柿生剣）

14 森田　圭飛 （金程剣）

15 相原　真那 （修道館）

16 徳永　結衣 （柿生剣）

17 齊藤　綸乃 （虹剣会）

18 鈴木　美結 （麻生剣）

19 千田　彩織 （柿生剣）

1 山田　深藍 （明倫館）

2 吉澤　啓太 （香林寺）

3 鈴木　優太郎 （柿生剣）

4 佐藤　誠一郎 （修道館）

5 飯島　陸生 （柿生剣）

6 佐野　友則 （香林寺）

7 佐藤　茉皐己 （香林寺）

8 中野　博之 （麻生剣）

9 市橋　拓巳 （修道館）

10 大内　陽輝 （明倫館）

11 冨樫　亮汰 （金程剣）

12 平野　滉 （香林寺）

13 安田　倫太朗 （香林寺）

14 大久保　奏汰 （修道館）

15 川添　敬太郎 （麻生剣）

16 早川　あおい （修道館）

17 伊藤　真菜 （柿生剣）



1 鈴木　克哉 （修道館）

2 根岸　啓斗 （明倫館）

3 川崎　虎太郎 （麻生剣）

4 末政　由自 （柿生剣）

5 渡邊　虹晴 （金程剣）

6 寺澤　諒 （柿生剣）

7 柴田　廉 （明倫館）

8 髙津　壱成 （柿生剣）

9 濱　明 （修道館）

10 三宅　純平 （金程剣）

11 碓井　貫太 （修道館）

12 植田　一真 （柿生剣）

1 野窪　茉央 （柿生剣）

2 松浦　崇仁 （明倫館）

3 中野　陽 （金程剣）

4 大塚　錬磨 （明倫館） 三位決定戦

5 飯島　幹大 （柿生剣）

6 鈴木　壯太朗 （麻生剣）

1 松本　仁 （長沢中）

2 加藤　巧真 （白鳥中）

3 石原　優空 （白鳥中）

4 柴田　陽平 （金程中）

5 和泉　諒 （白鳥中）

6 大内　智矢 （長沢中）

7 田中　優希 （白鳥中） 三位決定戦

8 河村　瑞己 （西生田中）

9 宍戸　洸太 （白鳥中）

10 今野　有浩 （長沢中）



1 小林　一誠 （白鳥中）

2 網野　琳 （麻生中）

3 山川　諒人 （白鳥中）

4 江花　俊亮 （西生田中）

5 藤野　晋太郎 （麻生中）

6 冨樫　晴生 （白鳥中）

7 菊地　隼士 （明倫館） 三位決定戦

8 石坂　蒼空 （白鳥中）

9 内田　匠哉 （金程中）

1 茂木　克明 （長沢中）

2 仲江　勇登 （麻生中）

3 小宮　心輝 （金程中）

4 南井　啓志 （長沢中）

5 木村　俊輔 （長沢中）

6 武田　治樹 （麻生中）

7 徳永　陽介 （白鳥中）

8 森川　啓也 （白鳥中）

9 古田　壮一郎 （長沢中）

10 須栗　公惟 （麻生中）

11 野窪　大誠 （白鳥中）

12 小林　嵩行 （長沢中）

13 島田　凌伍 （金程中）

14 小野　奏人 （麻生中）

15 木場　鴻太 （白鳥中） 三位決定戦

16 熊谷　颯斗 （金程中）

17 波多　駿佑 （白鳥中）

18 大谷　海 （長沢中）

19 高橋　祐多 （西生田中）



1 嶋倉　萌 （金程中）

2 濱　そよか （修道館）

3 中村　美月 （西生田中）

4 上林　玲 （長沢中）

5 鈴木　日真里 （麻生中）

6 西嶋　すばる （金程中）

7 小林　真優 （金程中）

8 加藤　良会 （虹剣会）

9 加藤　杏奈 （金程中）

10 佐藤　愛果 （金程中） 三位決定戦

11 山路　萌恵 （修道館）

12 手塚　絢子 （金程中）

13 上林　凜 （長沢中）

1 石川　葵 （麻生中）

2 吉田　朱里 （西生田中）

3 田中　恵美 （麻生中）

4 原田　紗梨菜 （西生田中）

5 相原　真衣 （修道館）

6 岩﨑　理那 （麻生中）

7 竹下　帆乃歌 （長沢中）

8 島田　真歩 （西生田中） 三位決定戦

9 高橋　陽美輝 （金程中）

10 池谷　明唯 （麻生中）



【Ａ】

1 明倫館箕輪道場Ａ

2 修道館クラブ

3 柿生剣友会Ｂ

4 金程剣道クラブＢ

5 香林寺剣道教室Ｂ

6 明倫館箕輪道場Ｂ

7 柿生剣友会Ｃ

【Ｂ】

8 麻生少年剣友会

9 金程剣道クラブＣ

10 明倫館箕輪道場Ｃ

11 金程剣道クラブＡ 三位決定戦

12 柿生剣友会Ａ

13 香林寺剣道教室Ａ

14 麻生剣・虹剣会連合

団体名 先鋒 中堅 大将

明倫館箕輪道場Ａ 根岸　健留 黒田　春陽 藤井　昊輝

明倫館箕輪道場Ｂ 吉澤　舜悟 勝田　涼成 豊澤　健太

明倫館箕輪道場Ｃ 池田　健太郎 谷口　遼太朗 佐藤　珀久

修道館クラブ 濱　光 相原　真那 森井　雅大

柿生剣友会Ａ 髙橋　葵 徳永　結衣 鈴木　優太郎

柿生剣友会Ｂ 末政　立行 千田　彩織 飯島　陸生

柿生剣友会Ｃ 松川　恵大 豊田　茜 三澤　幸仁

金程剣道クラブＡ 中野　蒼依 小山　大翔 笠原　幸太郎

金程剣道クラブＢ 泉　恭啓 牛込　昴 森田　圭飛

金程剣道クラブＣ 中野　凜々 玉城　花楓 河野　日向子

香林寺剣道教室Ａ 西田　晴一 大橋　直也 佐藤　茉皐己

香林寺剣道教室Ｂ 三井　礼陽 山崎　光稀 今尾　碩人

麻生少年剣友会 網野　礼 鈴木　美結 寺田　陽

麻生剣・虹剣会連合 齊藤　綸乃 井上　莉子 征矢　桃己



【Ａ】

1 明倫館箕輪道場Ｂ

2 柿生剣友会Ａ

3 麻生少年剣友会

4 修道館クラブＢ

5 金程剣道クラブ

【Ｂ】

6 香林寺剣道教室

7 修道館クラブＡ 三位決定戦

8 明倫館箕輪道場Ａ

9 柿生剣友会Ｂ

10 香林寺・柿生・金程連合

団体名 先鋒 中堅 大将

明倫館箕輪道場Ａ 大内　陽輝 松浦　崇仁 大塚　錬磨

明倫館箕輪道場Ｂ 山田　深藍 柴田　廉 根岸　啓斗

柿生剣友会Ａ 髙津　壱成 寺澤　諒 野窪　茉央

柿生剣友会Ｂ 植田　一真 末政　由自 飯島　幹大

麻生少年剣友会 川添　敬太郎 川崎　虎太郎 鈴木　壯太朗

修道館クラブＡ 佐藤　誠一郎 碓井　貫太 濱　明

修道館クラブＢ 大久保　奏汰 早川　あおい 市橋　拓巳

金程剣道クラブ 冨樫　亮汰 渡邊　虹晴 中野　陽

香林寺剣道教室 平野　滉 吉澤　啓太 安田　倫太朗

香林寺・柿生・金程連合 伊藤　真菜 佐野　友則 三宅　純平



【Ａ】

1 白鳥中Ａ

2 金程中Ｂ

3 西生田中

4 麻生中Ａ

5 白鳥中Ｃ

6 長沢中Ｃ

【Ｂ】

7 長沢中Ｂ

8 白鳥中Ｂ

9 金程中Ａ

10 麻生中Ｂ 三位決定戦

11 白鳥中Ｄ

12 長沢中Ａ

13 白鳥中・明倫館連合

団体名 先鋒 中堅 大将

白鳥中Ａ 波多　駿佑 田中　優希 森川　啓也

白鳥中Ｂ 野窪　大誠 加藤　巧真 徳永　陽介

白鳥中Ｃ 石坂　蒼空 宍戸　洸太 木場　鴻太

白鳥中Ｄ 小林　一誠 和泉　諒 冨樫　晴生

金程中Ａ 小宮　心輝 島田　凌伍 熊谷　颯斗

金程中Ｂ 柴田　陽平 　 内田　匠哉

西生田中 河村　瑞己 高橋　祐多 江花　俊亮

麻生中Ａ 仲江　勇登 須栗　公惟 武田　治樹

麻生中Ｂ 藤野　晋太郎 網野　琳 小野崎　奏人

長沢中Ａ 茂木　克明 小林　嵩行 大谷　海

長沢中Ｂ 古田　壮一朗 南井　啓志 木村　俊輔

長沢中Ｃ 松本　仁 今野　有浩 大内　智矢

白鳥中・明倫館連合 石原　優空 菊地　隼士 山川　諒人



【Ａ】

1 金程中Ａ

2 西生田中・麻生中連合

3 修道館クラブ

4 西生田中

【Ｂ】

5 金程中・虹剣会連合 三位決定戦

6 麻生中Ａ

7 長沢中

8 金程中Ｂ

団体名 先鋒 中堅 大将

金程中Ａ 嶋倉　萌 小林　真優 髙橋　陽美輝

金程中Ｂ 西嶋　すばる 手塚　絢子

金程中・虹剣会連合 加藤　杏奈 加藤　良会 佐藤　愛果

西生田中 吉田　朱里 島田　真歩 原田　紗梨菜

西生田中・麻生中連合 岩﨑　理那 中村　美月 鈴木日真里

麻生中 田中　恵美 石川　葵 池谷　明唯

修道館クラブ 山路　萌恵 濱　そよか 相原　真衣

長沢中 上林　凜 上林　玲 竹下　帆乃歌


