
クラス

型団体初級 広島C
濵野 宙

中廣 朋花
濵野 芽

広島A
大原 充生
石田 遥希
渡部 龍雅

兵庫中央B
竹内 悠翔
辻元 澄真
谷口 大真

兵庫中央C
菅原 萌夏
菅原 莉心
𠮷野 蓮生

型団体上級 香川中央B
三嶌 るるな
三嶌 さらら
三嶌 純太

広島B
鈴木 来飛
松岡 賛侍
中居 勇斗

型幼年 山下　龍之介 香川中央 西丸　信太郎 香川中央

型小学1～2年男子初級 濱野　幹太 広島 阿部　誉士秀 広島 伊藤　優空 岡山東 渡口　憲輔 広島

型小学1～2年男子上級 児玉　武琉 広島 安﨑　百春 兵庫中央

型小学1～2年女子 柚木　一乃 岡山東 橋本　心叶 広島 水島　萌凜 岡山東 森田　倖帆 広島

型小学3～4年男子初級 大村　大翔 広島 黒川　蓮 広島 崎山　蒼太 広島 井上　樹 岡山東

型小学3～4年男子上級 阪本　晴勝 岡山東 𠮷野　蓮生 兵庫中央 敦見　尚真 兵庫中央 秋山　翔琉 兵庫中央

型小学3～4年女子初級 渡口　寧音 広島 小川　莉愛 高知 青井　汐季 岡山市北 横内　璃子 岡山東

型小学3～4年女子上級 低田　心 香川中央

型小学5～6年男子初級 児玉　大和 広島 渡部　龍雅 広島 住吉　海 滋賀中央 神原　和真 岡山東

型小学5～6年男子上級 鈴木　来飛 広島 友井　遼 広島 古庄　正樹 広島 敦見　亮哉 兵庫中央

型小学5～6年女子初級 中田　来瑠心 兵庫中央 森田　晃穂 広島

型小学5～6年女子上級 二木　和奏 岡山東 山本　菜々子 岡山東 前田　桃花 徳島北東あわじ 明石　雛 岡山市北

型中高生男子初級 今井　海斗 広島 水島　輝斗 岡山東

型中高生男子上級 松野　光真 兵庫中央 東森　葵 高知

型中高生・一般女子初級 伊東　好香 岡山東

型中高生女子上級 三嶌　るるな 香川中央 三嶌　さらら 香川中央

型一般上級 有働　斗志一 徳島北東あわじ

幼年（年少年中） 松元　大知 広島 島本　金太郎 広島

幼年（年長） 山本　美凰 徳島北東あわじ 金乙　未稀登 広島 井上　誠介 兵庫中央 松岡　慧 広島

小学1年男子 山口　奨泰 広島 野田　幸太 広島 阿部　誉士秀 広島 大原　稜生 広島

小学1年女子 吉森　天羽 至道会館 敦見　万由奈 兵庫中央

小学2年男子初級 國本　蒼空 至道会館 伊勢田　武典 高知 難波　泰都 岡山東 山田　伊織 徳島西南

小学2年男子中級 中居　秋斗 広島 濵野　葵 広島 梶田　偲文 広島 児玉　武琉 広島

小学2年女子 中田　萌衣歩 兵庫中央 橋本　心叶 広島 岸本　唯愛 徳島北東あわじ 森田　倖帆 広島

小学3年男子初級 田淵　聖翔 広島 平島　優作 徳島西南

小学3年男子中級・上級 井上　元秀 広島 𠮷野　蓮生 兵庫中央 藤原　秀尚 至道会館 植垰　莉人 長迫道場

小学3年女子 平尾　紀佳 岡山東 横内　璃子 岡山東 石川　楓 香川中央 片田　琉夏 香川中央

小学4年男子初級 岡田　大輝 兵庫中央 梅本　泰成 徳島西南 谷本　悠真 兵庫中央 嶋江　祐翔 兵庫中央

小学4年男子中級 石田　遥希 広島 西丸　太一 香川中央 大村　大翔 広島 山下　隼汰 香川中央

小学4年男子上級 山本　陸 高知 安藤　賢晋 岡山東 東原　櫂 溓心会 秋山　翔琉 兵庫中央

小学4年女子 桒島　百都 徳島西南 土屋　愛果 至道会館 神原　瑞貴 香川中央 低田　心 香川中央

小学5年男子初級 金乙　道輝 広島 高木　昌栄 広島

小学5年男子中級 濵野　宙 広島 住吉　海 滋賀中央 児玉　大和 広島 谷口　大真 兵庫中央

小学5年男子上級 井上　龍成 兵庫中央 大﨑　弘聖 大阪北 筒井　悠斗 香川中央 安井　康喜 岡山東

小学5年女子 川村　環 高知 中田　来瑠心 兵庫中央 沖　羽奈乃 山口中央 松村　みいな 広島

小学6年男子中級 小林　大晟 岡山市北 岡本　陸功 至道会館

小学6年男子上級 古庄　正樹 広島 松岡　賛侍 広島 鈴木　来飛 広島 七條　颯太 徳島西南

小学6年女子 中廣　朋花 広島 大森　聖菜 水口道場 山本　菜々子 岡山東 濵野　芽 広島

中学1・2年男子初級 松村　波旺 広島 今井　海斗 広島

中学1年男子上級 大﨑　壮達 大阪北 関戸　悠之助 水口道場 土山　恭矢 至道会館 東森　葵 高知

中学1年女子 山中　咲和 高知 高崎　結莉 至道会館

中学2・3年男子上級 田中　理貴 山口中央 枡鏡　元 愛媛 東原　康 溓心会 中平　翔大 高知

中学2・3年女子 三嶌　さらら 香川中央 木本　菜々美 広島

中学3年・高校1年男子初級 今井　星吾 広島

高校男子上級 大橋　伊織 兵庫中央 逢坂　岳 徳島西南

一般女子セ－フティ 山澤　美保子 岡山市北

壮年男子 羽原　繁 香川中央 田井　邦尚 香川中央

一般男子中級 藤本　快 広島

一般男子上級 松田　祐樹 広島 吉村　伊吹 至道会館

大原　充生 広島 高野　慎士 広島 久保田　舟哉 山口中央 内匠　左知惠 兵庫中央
大島　拓真 岡山東 安井　大喜 岡山東 片山　晴大 岡山市北 山下　蒼生 愛媛
北尾　璃心 徳島西南 森　貴史 徳島北東あわじ 野添　俊哉 香川中央 北代　波久 高知
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