
幼年年中の部 幼年年長の部

優勝 山本　桃己 福岡 優勝 中山　舷宝 福岡

準優勝 山崎　結菜 福岡 準優勝 仲田　昂玄 福岡

3位 武田　陽 福岡

3位 佐藤　珀 福岡

小学女子１年生の部 小学女子２年生の部

優勝 森本　千愛 福岡 優勝 福井　紅彩 福岡

準優勝 湯野　百々叶 福岡 準優勝 古賀　彩優 福岡

3位 岩﨑　桜琴 大分県央 3位 岩本　百愛菜 熊本中央

3位 岐部　月姫 福岡 3位 片山　日瑚 福岡

小学女子３年生の部 小学女子４年生の部

優勝 湯野　心々花 福岡 優勝 河瀬　心瑠 佐賀筑後

準優勝 鶴山　暖佳 福岡 準優勝 中村　心咲 佐賀筑後

3位 池平　こころ 鹿児島

3位 漢　利音奈 佐賀筑後

小学女子５年生の部 小学女子６年生の部

優勝 西山　玖希 福岡 優勝 田添　杏 福岡

準優勝 柴田　向日葵 佐賀筑後 準優勝 志和　こまち 福岡

3位 武田　うらら 佐賀筑後

3位 山口　結愛 長崎

小学男子１年生初級の部 小学男子１年生上級の部

優勝 黒川　羚央 福岡 優勝 古藤　悠真 福岡

準優勝 三浦　綾之助 福岡 準優勝 伊藤　正一郎 福岡

3位 宇和　藍志 福岡 3位 岡本　惟吹 福岡

3位 数山　瑛斗 福岡 3位 井　蒼介 福岡

小学男子２年生初級軽量級の部 小学男子２年生初級重量級の部

優勝 久田　彰 福岡 優勝 林　直史 福岡

準優勝 船津　宏文 佐賀筑後 準優勝 林　徳賢 福岡

3位 岩元　竣哉 佐賀筑後 3位 椎屋　天晴 福岡

3位 齋藤　耀愛 福岡 3位 江頭　王世 佐賀筑後

小学男子２年生上級の部 小学男子３年生初級軽量の部

優勝 長野　邦虎 福岡 優勝 本田　虎ノ介 福岡

準優勝 熊本　晟成 福岡 準優勝 有働　怜恩 福岡

3位 今泉　龍翔 福岡 3位 舟橋　瑛太 福岡

3位 田中　偉知斗 福岡 3位 末弘　大輔 福岡
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小学男子３年生初級重量の部 小学男子３年生上級の部

優勝 小嶋　希空 福岡 優勝 江川　悠馬 福岡

準優勝 寄田　庵吏 福岡 準優勝 小江　凜太郎 福岡

3位 梅田　莉旺 福岡 3位 鈴宮　翔大 福岡

3位 井口　雷 福岡 3位 神園　秀虎 福岡

小学男子４年生初級の部 小学男子４年生上級の部

優勝 上川　錬生 佐賀筑後 優勝 宮田　龍成 福岡

準優勝 伊牟田　銀仁 福岡 準優勝 佐藤　朔 福岡

3位 久田　拓輝 福岡 3位 松本　昇也 福岡

3位 松﨑　匠海 佐賀筑後 3位 松本　空也 福岡

小学男子５年生初級の部 小学男子５年生上級の部

優勝 辻　丈太朗 福岡 優勝 宮﨑　絆守 福岡

準優勝 鶴山　創啓 福岡 準優勝 荒木　暖斗 福岡

3位 池平　桔平 鹿児島 3位 米田　壮志 佐賀筑後

3位 中嶋　蓮 福岡 3位 中山　颯宝 福岡

小学男子６年生初級の部 小学男子６年生上級の部

優勝 定村　流依 福岡 優勝 山根　晴 福岡

準優勝 上川　湊士 佐賀筑後 準優勝 宮田　翔矢 福岡

3位 井上　舜斗 熊本中央 3位 古賀　健士朗 福岡

3位 板谷　健心 福岡 3位 伊藤　遼哉 福岡

中学女子１年生の部 中学女子２/３年生の部

優勝 河村　奈々 福岡 優勝 岩瀬　沙彩 福岡

準優勝 井上　香耶乃 福岡 準優勝 篠原　智美 福岡

中学男子１年生軽量級の部 中学男子１年生重量級の部

優勝 林　宗一郎 福岡 優勝 中村　優太 佐賀筑後

準優勝 岩﨑　羚斗 大分県央 準優勝 平野　慶輔 熊本中央

中学男子2/3年生の部 シニアAの部

優勝 平野　飛龍 熊本中央 優勝 秦　健一郎 福岡

準優勝 松野　獅音 長崎 準優勝 佐藤　祐介 佐賀筑後
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シニアＢの部 シニアCの部

優勝 柴戸　健臣 福岡 優勝 中島　正和 福岡

準優勝 奥山　雅倫 熊本中央 準優勝 渡辺　徹 福岡

3位 安達　雄一郎 福岡

3位 椎屋　泰二 福岡

一般女子ライトコンタクトの部 高校生の部

優勝 鹿谷　彩梨 福岡 優勝 野中　煌真 佐賀筑後

一般男子初級の部 一般男子上級の部

優勝 古川　蓮 熊本中央 優勝 山本　隆誠 福岡

準優勝 林　卡特 福岡 準優勝 志和　蘭丸 福岡

3位 宇田川　春稀 福岡

3位 中川　聖大 熊本中央


