
Ｎｏ． 種　目 選手名 県名 選手名 県名 選手名 県名 選手名 県名

1 小学1年生女子個人形 山口　由佳理 広島県 島谷　美里 広島県 川上　稟心 島根県 郷原 つむぎ 島根県

2 小学2年生女子個人形 曾野部 心咲 山口県 北脇　芽生 鳥取県 塩尻　一楓 岡山県 木下　こころ 広島県

3 小学3年生女子個人形 宮武　千桜 広島県 田中　里奈 鳥取県 中野　麻子 島根県 坂本　弥天 鳥取県

4 小学4年生女子個人形 德本　栞那 山口県 甲元　優羽 岡山県 福島　菜奈美 岡山県 松本　空 広島県

5 小学5年生女子個人形 福永　陽向 山口県 高橋　真琴 鳥取県 笹原　幸咲 山口県 森脇　沙羽 広島県

6 小学6年生女子個人形 矢野　光 広島県 原　唯華 広島県 長尾　美悠 岡山県 田中　友俐子 鳥取県

7 小学生女子団体形 広島県Ａ 広島県 山口県Ｂ 山口県 鳥取県Ｂ 鳥取県 岡山県Ｂ 岡山県

8 中学生女子個人形 岩田　愛結 鳥取県 小椋　心園 鳥取県 尾川　悠 広島県

9 小学1年生女子個人組手 佐伯　愛華 広島県 赤木　結茉 広島県 伊達　栞音 岡山県 佐々木美絢姫 山口県

10 小学2年生女子個人組手 早川　日彩 山口県 川淵　凛空 岡山県 山﨑　千鶴 岡山県 植田　麗叶 山口県

11 小学3年生女子個人組手 小林　実歩 広島県 前田　佳蓮 広島県 田中　里奈 鳥取県 名越　七虹 岡山県

12 小学4年生女子個人組手 德本　栞那 山口県 茅原　月奈 岡山県 福田　ひより 山口県 渡邉　心絆 岡山県

13 小学5年生女子個人組手 佐伯　茉咲愛 広島県 近藤　陽菜 岡山県 福永　陽向 山口県 山根　海玖 山口県

14 小学6年生女子個人組手 矢野　光 広島県 田中　友俐子 鳥取県 井上　栞那 広島県 安本　りん 鳥取県

15 中学生女子個人組手 小椋　心園 鳥取県 西側　紗菜 岡山県 新井　梓 広島県 森藤　凛 広島県

16 小学1年生男子個人形 矢野　奨悟 広島県 德本　空楽 山口県 山田　晏士 山口県 須田　智喜 広島県

17 小学2年生男子個人形 藤中　悠斗 広島県 福島　瑛智 広島県 福永　大悟 山口県 須田　一冴 鳥取県

18 小学3年生男子個人形 須田　晴喜 広島県 山田　征侍 山口県 永地　湊 山口県 竹谷　風吹 鳥取県

19 小学4年生男子個人形 島谷　朋弥 広島県 山内　嘉仁 岡山県 山口　能裕 広島県 楮原　要 鳥取県

20 小学5年生男子個人形 杉木　蘭徠 岡山県 川瀬　蒼太 広島県 河口　世那 山口県 山村　汰平 山口県

21 小学6年生男子個人形 三原　康椰 広島県 越智　玲丹 岡山県 大石　瑛太 山口県 滝澤　唯颯 岡山県

22 小学生男子団体形 広島県Ａ 広島県 広島県Ｂ 広島県 山口県Ｂ 山口県 岡山県Ａ 岡山県

23 中学生男子個人形 野村　俊貴 山口県 黒田　杷琉 鳥取県 栗原　怜之 広島県

24 小学1年生男子個人組手 矢野　奨悟 広島県 森本　葵士 岡山県 德本　空楽 山口県 須田　智喜 広島県

25 小学2年生男子個人組手 坂元　壱哉 岡山県 于　嘉俊 広島県 大原　寛大 山口県 出穂　文龍 山口県

26 小学3年生男子個人組手 小田　圭斗 山口県 寺西　春翔 広島県 岩田　大雅 島根県 谷本　岳都 鳥取県

27 小学4年生男子個人組手 川淵　虎空 岡山県 島谷　朋弥 広島県 長行　我生 広島県 濱邊　泰理 鳥取県

28 小学5年生男子個人組手 山村　汰平 山口県 于　嘉豪 広島県 森川　陽斗 岡山県 市川　大晴 広島県

29 小学6年生男子個人組手 松本　修士 島根県 辻　瑛太 岡山県 星山　昊輝 広島県 倉住　豪乙 岡山県

30 中学生男子個人組手 浅井　諒央 広島県 小川　毅 岡山県 宮本　泰志 広島県 村田　優磨 山口県

【表彰】

組手は第３位まで，計４人を表彰する。

３位（形は4位）

形は第３位まで，計3人をまで表彰する。全日本少年少女選抜大会の予選会を兼ねているため，
第４位を記録する。

総合成績（小学生・中学生）
１位 ２位 ３位
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Ｎｏ． 種　目 選手名 県名 選手名 県名 選手名 県名 選手名 県名

31 成年男子個人形 野村　史穏 山口県 木村　和生 岡山県 舩越　大輔　 岡山県 片山　由冴 島根県

32 成年女子個人形 三島　きり 島根県 平　紗枝 岡山県 齊藤　七星 広島県 中尾　江梨 山口県

33 少年女子個人形 小池　蓮華 広島県 藤村　紀芹 広島県 井上　愛咲 岡山県 杉本　一花 岡山県

34 少年男子個人形 野村　飛翔 山口県 上奥　稜馬 広島県 谷　柊瑳 広島県 磯村　勇輔 山口県

35
成年男子個人組手
軽量級（65KG未満）

米山　英弥 岡山県 柳本　透弥 山口県 江藤　良太 広島県 井手　伊織 山口県

36
成年男子個人組手
中量級（６５ｋｇ～７５ｋｇ未満） 中村　恭平 岡山県 足立　時嗣 島根県 間崎　拳 鳥取県 折戸　冴亮 山口県

37
成年男子個人組手
重量級（７５ｋｇ超級）

大室　雄聖 岡山県 齊藤　生人 山口県 金本　大奨 岡山県 片岡　一心 広島県

38 少年女子個人組手 藤原　海月 鳥取県 足立　優未花 島根県 戸板　真貴 鳥取県 白石　小花 山口県

39 成年女子個人組手 龍野　美咲 岡山県 橋本　歩実 広島県 金月　瑠華 島根県 大室　美紗稀 岡山県

40 少年男子個人組手 大室　晃生 岡山県 重兼　拓実 山口県 寺西　優太 広島県 土居　劉雅 岡山県

41 成年男子組手団体戦 岡山県Ａ 岡山県 山口県Ａ 山口県 岡山県Ｂ 岡山県 鳥取県 鳥取県

総合成績（少年・成年）
１位 ２位 ３位 ３位（形は4位）
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