
丸山総合体育館（上市町総合体育館）

形の部 佐伯　一輝 立山支部 戸谷　桜大 上市支部 酒田　陽平 上市支部 新村　音弥 婦中支部

組手の部 佐伯　一輝 立山支部 新村　音弥 婦中支部 西川　輝 婦中支部 戸谷　桜大 上市支部

形の部 長澤　文音 上市支部 佐藤　瑞月 滑川支部 土肥　愛琉 空誠館 千田　莉衣咲 空誠館

組手の部 土肥　愛琉 空誠館 千田　莉衣咲 空誠館 長澤　文音 上市支部 保坂　姫羅 空誠館

形の部 貫場　准弥 大山支部 酒田　凌太郎 上市支部 塩満　成修 上市支部 平井　悠誠 上市支部

組手の部 酒田　凌太郎 上市支部 塩満　成修 上市支部 林　岳人 大山支部 石坂　太一 空誠館

形の部 野崎　未和 空誠館 溝口　葵 立山支部 清水　一花 新湊支部

組手の部 野崎　未和 空誠館 溝口　葵 立山支部 清水　一花 新湊支部

形の部 柏　瑛介 立山支部 宮原　大和 滑川支部 大泉　蒼介 婦中支部 山田　陽翔 立山支部

組手の部 大泉　蒼介 婦中支部 柏　瑛介 立山支部 宮原　大和 滑川支部 浦田　楓夕音 滑川支部

形の部 山崎　暖佳 上市支部 黒崎　心音 空誠館 大橋　茉央 新湊支部 山中　咲枝 滑川支部

組手の部 山崎　暖佳 上市支部 黒崎　心音 空誠館 山中　咲枝 滑川支部 長木　そら 大山支部

形の部 木村　碧希 唯心会 梅原　悠樹斗 滑川支部 岸　翔琉 婦中支部 平井　嵩琉 上市支部

組手の部 岸　翔琉 婦中支部 西川　怜 婦中支部 山西　心都 婦中支部 木村　碧希 唯心会

形の部 石原　稜花 滑川支部 千先　麗容 滑川支部 扇原　珠桜 上市支部 松木　柑奈 滑川支部

組手の部 千先　麗容 滑川支部 扇原　珠桜 上市支部 石原　稜花 滑川支部 松木　柑奈 滑川支部

形の部 大上　伶 滑川支部 堀田　洸陽 上市支部 石塚　幸輔 滑川支部 道林　弦人 滑川支部

組手の部 大上　伶 滑川支部 林　湧生 風空会 石塚　幸輔 滑川支部 堀田　洸陽 上市支部

形の部 川畠　和 唯心会 天谷　果愛 唯心会 佐藤　ももの 空誠館 齊藤　月雫 立山支部

組手の部 浦崎　煌 滑川支部 齊藤　月雫 立山支部 須和　未夢 高岡支部 窪田　爽子 空誠館

形の部 大坪　和弘 婦中支部 堀田　友陸 立山支部 寺林　奏 上市支部 田中　杏史 新湊支部

組手の部 寺林　奏 上市支部 大坪　和弘 婦中支部 堀田　友陸 立山支部 見川　亮太郎 立山支部

形の部 大代　愛夏 新湊支部 川西　未知瑠 新湊支部 竹山　妃南 上市支部 上野　朔良 新湊支部

組手の部 川西　未知瑠 新湊支部 大代　愛夏 新湊支部 上野　朔良 新湊支部

形の部 山崎　洸希 上市支部 石原　剣 滑川支部 平井　皓基 上市支部 竹中　勇陽 婦中支部

組手の部 千先　時丹 滑川支部 石原　剣 滑川支部 林　春太郎 風空会 平井　皓基 上市支部

形の部 宮原　桜子 滑川支部 初田　瑞姫 唯心会 地田　晴菜 婦中支部 尾山　瑠菜 大山支部

組手の部 地田　晴菜 婦中支部 宮原　桜子 滑川支部 初田　瑞姫 唯心会

形の部 山辺　雄翔 立山支部 宮ヶ丁　継 上市支部 大上　凌 滑川支部 山西　翔空 婦中支部

組手の部 山辺　雄翔 立山支部 大上　凌 滑川支部 宮ヶ丁　継 上市支部 山西　翔空 婦中支部

形の部 久保　慶透 婦中支部 高野　希介 唯心会 髙嶋　悠太 新湊支部 石動　晟那 大山支部

組手の部 石動　晟那 大山支部 谷口　魁 婦中支部 高野　希介 唯心会

形の部 山谷　萌々 上市支部 中島　瑞貴 滑川支部 井原　梨絵 上市支部 大西　千捺 新湊支部

組手の部 井原　梨絵 上市支部 大西　千捺 新湊支部 柳　愛永 婦中支部

形の部 山村　優樹 上市支部 長原　竜二 富山南支部 前田　翔平 婦中支部 東　伸治 立山支部

組手の部 長原　竜二 富山南支部 東　伸治 立山支部 五十嵐　達也 大山支部 田村　健 上市支部
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個人戦種目 優　勝 ２位 ３位 ４位


