
種　　目 優　勝 第二位 第3位 種　　目 優　勝 第二位 第3位 第3位

 小学1,2年 南條　佑誠 村上　凌真 真野　結太郎 小学1,2年男子 真野　結太郎 村上　凌真 吉原　大輝 東島　僚

男子形の部 筑紫 筑紫 小郡 組手の部 小郡 筑紫 春日西 春日南

小学3年男子 山根　玲王 新　昂樹 新川　翔太 小学3年男子 山野　龍志 山根　玲王 髙巢　葵 新　昂樹

形の部 千早 筑紫 千早 組手の部 千早 千早 多々良 筑紫

小学4年男子 河野　祐一郎 平尾　青已 南條　冴輝 小学4年男子 古賀　想明 河野　祐一郎 前田　瑛斗 南條　冴輝

形の部 筑紫 筑紫 筑紫 組手の部 福岡 筑紫 千早 筑紫

小学5年男子 上村　啓虎 後藤　心輝 平本　大翔 小学5年男子 後藤　心輝 金澤　未來 中島　稜太 三角　斗馬

形の部 筑紫 みやこ 筑紫 組手の部 みやこ 行橋東 行橋東 行橋中央

小学6年男子 野田　陽都 大屋　未来 竹末　伊吹 小学6年男子 黒木　憂哉 山本　寿耀 横山　凱一 中川　禅大

形の部 筑紫 福岡 久留米 組手の部 多々良 宗像中央 春日南 多々良

中学一年男子 松原　湊太 井口　天晴 森　虎徹 中学一年男子 小森　太雅 萩原　礼仁 井口　天晴 伊東　善

形の部 筑紫 福岡 筑紫 組手の部 多々良 多々良 福岡 直方北

中学二年男子 川上　大輝 小國　僚太 市山　寛大 中学二年男子 箱田　凌大 鷲 崎  翔 琉 川上　大輝 島　功次朗

形の部 行橋東 筑紫 福岡 組手の部 多々良 直方北 行橋東 筑紫

中学三年男子 古賀　大聖 鈴木　涼太郎 坂口　稿 中学三年男子 伊東　晴道 鈴木 涼太郎 赤星　朋泰 古賀　大聖

形の部 福岡 みやこ 豊前 組手の部 直方北 みやこ 直方北 福岡

高校男子 秦　隆輔 森田　悠斗 吉田　聖舟 高校男子 田﨑　魁 秋満　綾斗 加藤　慎輔 橋本　淳矢

形の部 筑紫 筑紫 筑紫 組手の部 博多高校 博多高校 久留米中央 久留米中央

一般男子 奥村　司 石 田  一 樹 黒田　将崇 一般男子 石 田  一 樹 小早川　直澄 宮崎　真乃介 波佐間　誠二

形の部 筑紫 直方北 大川東 組手の部 直方北 博多高校 久留米中央 久留米中央

種　　目 優　勝 第二位 第3位 種　　目 優　勝 第二位 第3位 第3位

小学1,2年女子 大屋　涼寧 安藤　澪 福島一花 小学1,2年女子 上村　英那 大屋　涼寧 木村　妃菜 藤田　乃愛

形の部 福岡 宗像中央 日佐 組手の部 筑紫 福岡 春日 宗像中央

小学3年女子 嘉納　優月 杉尾　香厘 川上　七海 小学3年女子 川上　七海 嘉納　優月 クレシーニ・エミ 小 田 雛 乃

形の部 宗像中央 篠栗 行橋東 組手の部 行橋東 宗像中央 宗像中央 直方北

小学4年女子 丸林　聖華 竹末　梨乃 弓削　美優 小学4年女子 弓削　美優 坂田　結良 白井まりあ 松永　彩希

形の部 福岡 久留米 志免 組手の部 志免 宗像中央 千早 柳川

小学5年女子 古川友菜 八色　恋莉 中島　和花 小学5年女子 林　子涵 古川友菜 八色　恋莉 大屋　初寧

形の部 曰佐 筑紫 小郡 組手の部 行橋中央 曰佐 筑紫 福岡

小学6年女子 佐野　汐莉 上原　ラナマリ 山本　美有 小学6年女子 廣橋　実來 田川　奈菜生 守田　美乃里 上原　ラナマリ

形の部 筑紫 筑紫 久留米 組手の部 多々良 久留米 戸畑 筑紫

中学一年女子 佐々木　萌 時吉　梨緒 渡邉　鈴椛 中学一年女子 岩佐　美稲 武井　真央 坂 本　真 音 上村　心那

形の部 久留米 福岡 久留米中央 組手の部 大宰府 志免 直方北 三潴

中学二年女子 牧　千晶 吉田　綺羅 田中　風花 中学二年女子 細山田　和花 田中　風花 牧　千晶 福原　心羽

形の部 篠栗 筑紫 ブリヂストン 組手の部 多々良 ブリヂストン 篠栗 多々良

中学三年女子 丸林　麗華 中嶋　愛唯 大石　茉依音　 中学三年女子 中嶋　愛唯 松井　優香里 大石　茉依音　 廣橋　茉耶

形の部 福岡 直方西 久留米 組手の部 直方西 小倉南 久留米 多々良

高校女子 尾中　和紗 毛利　若葉 三角　奈央 高校女子 古泉　亜実 德久　葉月 大石　彩乃 古泉　亜依

形の部 直方北 城南 行橋中央 組手の部 福岡 博多高校 久留米中央 福岡

一般女子 灘﨑　未来 永元　亜実 上村歌奈 一般女子 灘 﨑　未 来 江藤　朔良 中原　渉野香 中嶋　芽唯

形の部 直方北 豊前 徳吉 組手の部 直方北 多々良 宗像中央 直方西


