
種目 優勝 準優勝 三位 三位 五位 五位 五位 五位

大場　心結 亀川　唯華 浦田　ゆりの 島袋　杏里 後藤　彩巴 田崎　柚莉佳 小柳　海結 筒井　美光

福　岡 福　岡 熊　本 沖　縄 熊　本 大　分 福　岡 大　分

南里　心月 野添　美空 荒木　理愛 網田　沙弥伽 大塚　生啓 近藤　希ノ和 照屋　夏美 仲座　志音

福　岡 熊　本 宮　崎 福　岡 大　分 沖　縄 沖　縄 沖　縄

島袋　かなさ 田中　杷子 嶺井　想七 隈部　莉彩 相原　優夢 井上　愛望 東大島　玲菜 園田　萌華

沖　縄 佐　賀 沖　縄 熊　本 福　岡 宮　崎 沖　縄 福　岡

瑞慶山　千寿 尾上　華乃音 竹口真叶 福島　媛香 辻　美空 橋本　咲和 越智　真愛 上原　彩煌

沖　縄 長　崎 熊　本 鹿児島 長　崎 大　分 福　岡 沖　縄

佐藤　凛子 上田　楓乃 福田　和心 島袋　美音 長尾　柚 上田莉央奈 江嶋 彩乃 酒井　愛華

大　分 沖　縄 鹿児島 沖　縄 福　岡 熊　本 熊　本 大　分

肥後　ことね 仲本　明香里 糸洲　心結 中村　紅葉 中村　彩蘭 橋本　佳来 有吉　陽音 金城　朋花

鹿児島 沖　縄 沖　縄 熊　本 長　崎 大　分 福　岡 沖　縄

東條　泰介 平田　和真 橋本 蓮人 波照間　大晴 平井　 敦人 鶴水　寛大 阿部　亮汰 松下 倖喜

福　岡 沖　縄 熊　本 沖　縄 大　分 鹿児島 鹿児島 熊　本

屋比久　和奇 白﨑　倖太 吉留　幸 矢野　琥斗良 末吉　琉恩 寳山　琉斗 梅原　悠成 増田　陸人

沖　縄 熊　本 福　岡 鹿児島 大　分 鹿児島 福　岡 沖　縄

山根　王輝 奥平　結太 江頭 禾惟 嶋本　琉歩 新城　佑賢 平江　葵 蒲池　翔真 島袋　歩希

福　岡 福　岡 熊　本 佐　賀 沖　縄 沖　縄 福　岡 沖　縄

比嘉　琉之介 永山　瑛太 永山　陽向 日名子　柊也 坂口　創弥 宮原　俊丞 田口　智喜 野添　太陽

沖　縄 沖　縄 沖　縄 大　分 福　岡 福　岡 福　岡 熊　本

島袋　琉心 井上　凛太郎 中里　淳之介 富永　悠大 村田　嗣龍 柴田　瑛光 杉本　慶太 川原　一真

沖　縄 沖　縄 長　崎 福　岡 熊　本 長　崎 長　崎 福　岡

大塚　史遠 新川　翔太 神谷　晃汰 迎　奏甫 矢野　琥二郎 田中　俄人 川野　幹太 宮野原　海人

福　岡 福　岡 沖　縄 福　岡 鹿児島 長　崎 大　分 宮　崎
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阿部　祐奈 市來　優楽 飯村　吏琥愛 橋本　彩加 吉田　結奈 吉坂　瑠結 大島　苺華 中園　紬寧

鹿児島 宮　崎 熊　本 大　分 福　岡 熊　本 大　分 福　岡

木下　鈴 荒木　理愛 正岡　沙樹 下地　心陽 甲斐　心琴 大城　愛珠 山口　結愛 濵名　栞希

福　岡 宮　崎 福　岡 沖　縄 大　分 沖　縄 佐　賀 熊　本

渡邊　愛夢実 瀬戸口　くらら 穴井　羽奏 二木　さくら 今村　佳里奈 井手　蕾 中江　美姫 俵　一瑠

宮　崎 鹿児島 大　分 福　岡 宮　崎 福　岡 鹿児島 福　岡

吉田　愛 久野　結月 尾崎　瑠椛 黒木　悠楽 門畑　杏 黒木　亜衣奈 穴見　優衣 綱崎　眞

宮　崎 佐　賀 福　岡 宮　崎 福　岡 宮　崎 熊　本 長　崎

丸吉　芽生 佐藤　未菜美 出田　彩紗 奥村　真央 金戸　紅空 佐久間　美里 小松　香里奈 古賀　莞那

大　分 熊　本 長　崎 佐　賀 大　分 沖　縄 宮　崎 福　岡

髙田　未来 川路　仁幸 藤本　衣織 松本　夢果 小形　愛実 矢野　心 森﨑　陽菜 岩切　紅

福　岡 宮　崎 熊　本 福　岡 佐　賀 熊　本 佐　賀 宮　崎

森　蓮志 坂田　光遥 池田　結琉 富岡　光翔 成合　優斗 小栁　光生 川畑　天輝 阿部　亮汰

福　岡 福　岡 宮　崎 熊　本 宮　崎 佐　賀 宮　崎 鹿児島

東房　新 矢野　琥斗良 中野　帆尊 高松　英留 川路　幸和 堀口　暖馬 古梶　景大 尋木　雅弘

福　岡 鹿児島 佐　賀 宮　崎 宮　崎 宮　崎 大　分 佐　賀

大串　海ムサフィリ 和田　春人 草原　駆 吉田  琉唯 伊東　舜太朗 平田　裕典 中島　王志 田中　琉晴

鹿児島 宮　崎 鹿児島 福　岡 大　分 沖　縄 福　岡 熊　本

松村　幸龍 立木　奎伍 三角　俠太郎 城谷　連唯 寺島　聖真 今岡　竜希 坂本　暖真 山本　湊士

福　岡 長　崎 熊　本 長　崎 佐　賀 鹿児島 福　岡 熊　本

佐藤　壱 南　仁 大久保　玲音 下村　楓馬 土師　彰真 小野　蒼太 原戸　奎輔 髙宮　奏一郎

福　岡 宮　崎 長　崎 長　崎 大　分 佐　賀 大　分 熊　本

鶴田　絆 橋本　壮志 村山　匠人 山本　彪真 松永　燕祁 桑村　颯寿 橋口　礼侍 久島　隆雅

宮　崎 大　分 熊　本 熊　本 福　岡 福　岡 宮　崎 福　岡

女子総合 福岡県 沖縄県 熊本県

男子総合 福岡県 沖縄県 熊本県

団体総合 福岡県 沖縄県 熊本県

小学二年男子組手

小学一年女子組手

小学二年女子組手

小学三年男子組手

小学四年男子組手

小学五年男子組手

小学六年男子組手

小学三年女子組手

小学四年女子組手

小学五年女子組手

小学六年女子組手

小学一年男子組手
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得点

総合 優勝者数 準優勝者数 三位数 五位数 合計得点 順位

福　岡 11 4 9 23 218.5 1

長　崎 0 2 5 6 54 7

佐　賀 0 2 3 7 46.5 8

大　分 2 1 3 16 78 5

熊　本 0 3 12 13 113.5 3

宮　崎 3 5 4 11 106.5 4

鹿児島 3 2 4 7 75.5 6

沖　縄 5 5 8 13 147.5 2

女子総合 優勝者数 準優勝者数 三位数 五位数 合計得点 順位

福　岡 4 1 5 12 94 1

長　崎 0 1 1 3 19.5 8

佐　賀 0 2 1 3 26.5 7

大　分 2 0 2 9 48.5 5

熊　本 0 2 6 7 61.5 3

宮　崎 2 3 2 5 59.5 4

鹿児島 2 1 2 1 35.5 6

沖　縄 2 2 5 8 75 2

男子総合 優勝者数 準優勝者数 三位数 五位数 合計得点 順位

福　岡 7 3 4 11 124.5 1

長　崎 0 1 4 3 34.5 6

佐　賀 0 0 2 4 20 8

大　分 0 1 1 7 29.5 7

熊　本 0 1 6 6 52 3

宮　崎 1 2 2 6 47 4

鹿児島 1 1 2 6 40 5

沖　縄 3 3 3 5 72.5 2


