
  ［ 形 ］

小学校1年生以下 堀　　　凛　亜 岐阜県 庄　田　沓　馬 静岡県 古　田　紗　菜 愛知県

小学校2年男子 伊　藤　　　暖 三重県 中　尾　慣　汰 静岡県 増　田　陸　人 静岡県

小学校2年女子 滝　川　稜　華 愛知県 望　月　穂乃楓 静岡県 犬　飼　美　愛 愛知県

小学校3年男子 栗　本　浩　暉 岐阜県 肥　田　凰　雅 静岡県 鈴　木　那　凰 静岡県

小学校3年女子 織　戸　　　星 愛知県 藤　井　爽　花 岐阜県 生　田　徠　珠 三重県

小学校4年男子 今　　　勇　絆　 岐阜県 早　川　陽　太 愛知県 久　保　晃太郎 岐阜県

小学校4年女子 佐　藤　月　南 岐阜県 北　野　優　奈 三重県 内　山　の　い 三重県

小学校5年男子 松　下　誠　和 三重県 堀　水　蒼　太 静岡県 小　野　広　翔 三重県

小学校5年女子 中　西　真　子 静岡県 水　上　花　蓮 岐阜県 廣　崎　聖　蘭 岐阜県

小学校6年男子 犬　飼　悠　貴 愛知県 庄　田　滉　矢 静岡県 畑　中　将　真 三重県

小学校6年女子 滝　川　愛　莉 愛知県 稲　　　璃　岬 静岡県 木　内　深　結 静岡県

中学校1年男子 松　葉　滉　太 岐阜県 今　村　希　来 三重県 太　田　慈　人 静岡県

中学校1年女子 辻　　　紗　希 岐阜県 森　尾　真　帆 三重県 右　城　里莉華 三重県

中学校2年男子 橋　本　成　矢 三重県 瀬　嵩　浩　平 岐阜県 滝　川　　　翔　 愛知県

中学校2年女子 畑　中　彩留葉 三重県 林　　　美　玲 岐阜県 佐　藤　美乃梨 静岡県

中学校3年男子 栗　田　　　尊 静岡県 松　浦　考　樹 静岡県 平　野　太　亮 静岡県

中学校3年女子 佐　藤　日　郁 岐阜県 右　城　沙也花 三重県 佐　藤　水　保 岐阜県

高校生男子 今　川　祐　哉 静岡県 橋　本　有　矢 三重県 櫻　井　一　圭 三重県

高校生女子 瀬　戸　望　都 愛知県 畑　中　愛　琳 三重県 久　保　美　月 岐阜県

一般男子 掃　詰　開　士 三重県 岡　野　拓　馬 三重県 山　田　湧　也 岐阜県

一般女子 藤　原　由　梨　 愛知県 稲　　　樹　理 静岡県 山　田　香　蓮 三重県

団体戦男子 皇學館大学 三重県 岐阜薬科大学 岐阜県 愛知学院大学歯学部 愛知県

団体戦女子 金城学院大学A 愛知県 皇學館大学 三重県 金城学院大学B 愛知県
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［ 組手 ］

小学校1年生以下 堀　　　凛　亜 岐阜県 岡　本　彩　季 岐阜県 古　田　紗　菜 愛知県 岡　田　琉　那 三重県

小学校2年男子 芹　沢　栄　音 静岡県 伊　藤　　　暖 三重県 村　瀬　瑛　希 岐阜県 大　野　透　我 静岡県

小学校2年女子 落久保　心　美 三重県 前　原　ひなた 静岡県 滝　川　稜　華 愛知県 後　藤　くりん 三重県

小学校3年男子 肥　田　凰　雅 静岡県 加　藤　漣　恩 静岡県 矢　野　倖　基 静岡県 鈴　木　那　凰 静岡県

小学校3年女子 日比野　壽　咲 三重県 畑　中　恵理奈 三重県 織　戸　　　星 愛知県 藤　井　爽　花 岐阜県

小学校4年男子 芹　沢　奏　音 静岡県 加　藤　楓　隼 静岡県 坂　口　惺　哉 愛知県 今　　　勇　絆 岐阜県

小学校4年女子 稲　　　磨　歩 静岡県 関　　　晴　菜 静岡県 日　置　美　稀 三重県 鎌　田　徠　夢 静岡県

小学校5年男子 田　室　光　我 三重県 降　矢　侑太郎 静岡県 中　川　雄　大 静岡県 野　村　禅　太 岐阜県

小学校5年女子 中　西　真　子 静岡県 水　上　花　蓮 岐阜県 野　妻　彩　香 静岡県 金　谷　　　澪 愛知県

小学校6年男子 勝　本　健　斗 三重県 後　藤　天　馬 三重県 松　岡　春　来 三重県 八　木　舜太郎 静岡県

小学校6年女子 江　崎　彩　葉 静岡県 稲　　　璃　岬 静岡県 樋　口　美　優 静岡県 高　橋　初　奈 静岡県

中学校1年男子 山　本　望　晴 静岡県 小　栗　昇　真 静岡県 杉　野　廉　武 三重県 太　田　慈　人 静岡県

中学校1年女子 星　川　乃　愛 静岡県 森　尾　真　帆 三重県 今　村　萌　生 岐阜県 右　城　里莉華 三重県

中学校2年男子 松　本　龍　明 静岡県 政　田　大　心 三重県 南　　　慎之助 三重県 松　永　　　蓮 静岡県

中学校2年女子 平　野　早　紀 静岡県 熊　谷　かんな 静岡県 竹　下　　　凜 静岡県 大　角　寿　鶴 静岡県

中学校3年男子 栗　田　　　尊 静岡県 平　川　蓮　斗 三重県 太　田　真　暉 静岡県 村　松　亜矢斗 三重県

中学校3年女子 永　井　カンナ 静岡県 三　須　れもん 静岡県 山　本　麻妃呂 静岡県 永　安　桃　子 岐阜県

高校生男子 今　川　祐　哉 静岡県 高　橋　邦　之 静岡県 杉　山　友　太 静岡県 村　田　有　弥 静岡県

高校生女子 石　田　莉佳子 三重県 山　下　ひかり 三重県 枡　田　沙　奈 岐阜県 彦　坂　美　羽 静岡県

一般男子 清　水　克　彦 静岡県 若　槻　　　諒 愛知県 鳥　羽　智　史 静岡県 岩　崎　修　平 三重県

一般女子 上　地　葉　月 三重県 神　戸　彩　佳 愛知県 山　口　華　歩 愛知県 二　村　智　代 愛知県

団体戦男子 皇學館大学 三重県 静岡大学Ｂ 静岡県 愛知学院大学本学Ａ 愛知県 静岡大学Ａ 静岡県

団体戦女子 愛知学院大学本学A 愛知県 愛知学院大学歯学部 愛知県 皇學館大学 三重県 - -
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