
20 ｋｇ 無 級 15.5 ｋｇ 無 級

19 ｋｇ 無 級 17 ｋｇ 無 級

18 ｋｇ 無 級 17.5 ｋｇ 無 級

18.4 ｋｇ 無 級 23 ｋｇ 無 級

17.8 ｋｇ 8 級 24 ｋｇ 8 級

22 ｋｇ 10 級 24 ｋｇ 7 級

36.5 ｋｇ 無 級 25 ｋｇ 無 級

19 ｋｇ 無 級 20 ｋｇ 無 級

ｋｇ 25 ｋｇ 10 級

20 ｋｇ 10 級 19 ｋｇ 8 級

18 ｋｇ 無 級 25.2 ｋｇ 無 級

27.5 ｋｇ 9 級 27 ｋｇ 10 級

29 ｋｇ 10 級 19 ｋｇ 10 級

27 ｋｇ 10 級 17 ｋｇ 無 級

24.8 ｋｇ 9 級 23 ｋｇ 9 級

34 ｋｇ 8 級 18 ｋｇ 6 級

21.6 ｋｇ 8 級 36 ｋｇ 7 級

23 ｋｇ 8 級

28 ｋｇ 8 級 27 ｋｇ 8 級

26.8 ｋｇ 9 級 19 ｋｇ 8 級

27 ｋｇ 9 級 22.1 ｋｇ 7 級

28 ｋｇ 9 級 28 ｋｇ 8 級

39 ｋｇ 無 級 26.5 ｋｇ 10 級

26 ｋｇ 9 級 23 ｋｇ 10 級

25.8 ｋｇ 9 級 27 ｋｇ 9 級

23 ｋｇ 9 級 24 ｋｇ 10 級

25.2 ｋｇ 8 級 20 ｋｇ 6 級

d413決

3決

3決

3決

3決 d45

d33
d34

優勝

d50

d19 d43

【Ｄコート（組手）】　小学１、２年生女子（初、中級）の部　4名

d35

優勝

d36d51

【Ｄコート（組手）】　小学２年生男子（初級）の部　８名

d14 d16

d31 d32

優勝

d49

d15 d42 d17

【Ｄコート（組手）】　幼年（中、上級）の部　4名

d27

優勝

d28d47

d40

【Ｄコート（組手）】　小学１年生男子（初、中級）の部　9名

d10 d12

d29 d30d48

d1

d11
d13

優勝

3決

【Ｄコート（組手）】　幼年（初級）の部　８名

d6 d8

d25 d26

優勝

d46

d7 d39 d93決

37

22

31

広島鈴が峰

ｼｹﾞﾏﾙ ﾕｳﾘ

42 影山　結星 広島川口 48 中野　琉翔 岡山南
ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾉ ﾘﾄ

d21 d23

d37 d38

d2 d4

優勝

d52

d3
d5

d22

46 山口 52
ﾐﾊﾗ ﾄﾜ

43 広島横川 49

広島五日市

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ
44 広島呉焼山 50

d24

39 山田　愛菜美 大阪東南

38 広島本郷 40 正兼　奈南 広島ゆめスタジオ

ﾑﾗﾀ ﾄｳﾘ ﾏｷﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

32 久保　蓮介 広島三原東町

ｸﾎﾞ ﾚﾝｽｹ

33 永井　相丞 広島ゆめスタジオ 36 重政　心 広島神辺

槇山　愛琉 広島尾道

24 植田　風海 広島三原 28 黒岩　嵩司 広島海田

ｳｴﾀﾞ ｽｽﾞﾑ ｸﾛｲﾜ ｼｭｳｼﾞ

25 広島ゆめスタジオ 29 広島上安

ﾐﾔﾓﾄ ｵｳﾀ ｽｴｲｼ ｶﾝﾀ

30 広島ゆめスタジオ 34 広島五日市

ｾｷﾊﾗ ﾕｷﾀﾞｲ ﾊｼｸﾞﾁ ｱｷﾄ

【Ｄコート（組手）】　小学２年生男子（中級）の部　７名

d18 d20

山口 26 迎　将太朗 広島ゆめスタジオ

ﾐﾖｼ ﾕｳﾄ ﾑｶｴ ｼｮｳﾀﾛｳ

23 原田　海琉 広島中筋 27 長谷川　快 広島鈴が峰

ﾊﾗﾀﾞ ｶｲﾙ ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ

19 宮田　寿馬 広島海田
ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏ

15 植田　耀海 広島三原

ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾙ

16 平瀬　悠馬 広島海田 21 下地　璃空 広島三原

ﾋﾗｾ ﾊﾙﾏ ｼﾓｼﾞ ﾘｸ

三好　悠斗

3 小松　怜史 広島横川

ｺﾏﾂ ﾚｲｼﾞ
7 永満　勇翔 広島西条中央

ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳﾄ

20 田口　湧壬 広島三原

ﾀｸﾞﾁ ｲｻﾐ

由田　凌太

14 平瀬　煌馬 広島海田 18

10

ﾋﾗｾ ｺｳﾏ

浦谷　穣

宮本　旺太 末石　寛太

関原　幸大 橋口　彰人

村田　登理 槇山　結芽広島宝町 35 広島尾道

ﾀﾝﾄﾞ ｱｷ
41 丹土　秋希 広島中山 47 重丸　有理

d44

【Ｄコート（組手）】　小学３年生男子（初、中級）の部　１2名

ﾅｶﾞｲ ｿｳｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾏｻ ｼﾝ

ﾏｷﾔﾏ ｱｲﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾐ

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾘ ﾏｻｶﾈ ﾅﾅ
村上　絢理

三原　雅登

由田　遥士 伊藤　喜宣

45 広島可部 51

広島西条中央

広島中山 17 宮原　康祐 岡山東
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｽｹ

前谷　陸歩
ﾏｴﾀﾆ ﾘｸﾄ

1 小野　朔弥 広島八本松 5 溜　桜介 広島五日市

ｵﾉ ｻｸﾔ ﾀﾏﾘ ｵｳｽｹ

2 弘中　理一 山口 6 中村　柚喜 広島上安
ﾋﾛﾅｶ ﾘｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ

4
狩俣　龍之介 広島三原 8 福間　悠真 広島五日市

ｶﾘﾏﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾌｸﾏ ﾕｳﾏ

坂本　龍ノ介
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

13

9 広島尾道
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏｷﾔﾏ ﾊｸﾄ

広島呉焼山 11 槇山　羽空斗

広島三原 広島三原東町

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ
12

ｳﾗﾀﾆ ｼﾞｮｳ
藤田　迅

峰見　将真

藤嶋　道成 光永　陸人

三原　聖空 中尾　凌己

広島八本松

ﾐﾈﾐ ｼｮｳﾏ ﾐﾊﾗ ﾏｻﾄ

広島横川

ﾅｶｵ ﾘｮｳｷ

愛媛
ﾌｼﾞｼﾏ ﾐﾁﾅﾘ ﾐﾂﾅｶﾞ ﾘｸﾄ



33 ｋｇ 7 級 35 ｋｇ 8 級

34 ｋｇ 6 級 31 ｋｇ 7 級

30 ｋｇ 7 級 35 ｋｇ 9 級

39 ｋｇ 8 級 26 ｋｇ 5 級

32 ｋｇ 8 級 30 ｋｇ 8 級

45 ｋｇ 9 級 49 ｋｇ 9 級

42.9 ｋｇ 10 級

45 ｋｇ 8 級 49 ｋｇ 7 級

46 ｋｇ 6 級 29 ｋｇ 5 級

65 ｋｇ 6 級 36 ｋｇ 6 級

34 ｋｇ 5 級

38.8 ｋｇ 5 級 29 ｋｇ 8 級

38 ｋｇ 5 級 57 ｋｇ 6 級

52 ｋｇ 8 級 41 ｋｇ 6 級

30 ｋｇ 8 級 23 ｋｇ 9 級

33 ｋｇ 9 級 26.4 ｋｇ 8 級

33.5 ｋｇ 6 級 47 ｋｇ 9 級

38 ｋｇ 6 級 33.5 ｋｇ 6 級

47 ｋｇ 9 級 38 ｋｇ 6 級

24 ｋｇ 6 級 25 ｋｇ 6 級

24 ｋｇ 6 級 25 ｋｇ 5 級

25 ｋｇ 6 級 25 ｋｇ 5 級

31.5 ｋｇ 3 級 27.5 ｋｇ 4 級

35 ｋｇ 6 級 25 ｋｇ 無 級

27 ｋｇ 6 級

41 ｋｇ 6 級 28 ｋｇ 6 級

25 ｋｇ 6 級 24 ｋｇ 6 級

c39

3決

c12

3決

3決

3決

3決

3決 c41

優勝

c13

c31

c49

【Ｃコート（組手）】　小学３，４年生女子（上級）の部　9名

c14 c16

c32 c33c50

c1

c15
c17

【Ｃコート（組手）】　小学５，６年生女子（初、中級）の部　3名

c30

c48

【Ｃコート（組手）】　小学５年男子（中級）の部　７名

c9 c11

c24
c25

優勝

c45

c10 c38

c28 c29

92
宮里　希奏乃 愛媛 97 西本　あかり 広島宝町

ﾐﾔｻﾄ ｷｿﾉ ﾆｼﾓﾄ ｱｶﾘ

二宮　陽彩 広島三原東町 94 山田　琉愛 岡山南

91 羽仁　愛來 広島本郷 96 村上　優華 広島川口

広島五日市

86 田中　玲愛 広島松永 88 末廣　嬉久乃 広島五日市

89
金谷　柚宇香 広島川口 93 相馬　由凜香 広島神辺

ｶﾅﾔ ﾕｳｶ ｿｳﾏ ﾕﾘｶ

90

山口
ｸﾎﾞ ﾘﾐ ﾐﾊﾗ ﾕｳｱ

84 広島川口 85 広島三原東町

ﾅｶｼﾏ ﾘｻ ｸﾎﾞ ﾘﾐ

三原　結羽愛

中島 里彩

85 広島三原東町 83

【Ｃコート（組手）】　小学１、２年生女子（上級）の部　3名

83
三原　結羽愛 山口 84 中島 里彩 広島川口

ﾐﾊﾗ ﾕｳｱ ﾅｶｼﾏ ﾘｻ

青木　すず 広島海田 82 増田　仁菜 広島呉焼山

79 井原　綾香 広島ゆめスタジオ 81

75 光永　陽音 愛媛 77 桑田　雅斗 広島川口
ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ

69 舛井　伸 広島廿日市 73 吉田　蓮 広島ゆめスタジオ

70 増田　鯉一 広島呉焼山

ﾏｽﾀﾞ ﾘｲﾁ

c26

優勝

c27c46

71 正兼　怜 広島ゆめスタジオ 74 谷本　佑樹 広島神辺

ﾏｻｶﾈ ﾘｮｳ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ

【Ｃコート（組手）】　小学３，４年生女子（初、中級）の部　4名

優勝

c47

64
迎　竜之介 広島ゆめスタジオ 67 杉村　有海透 広島廿日市

68
吉岡　隆之介 広島本郷 72 末廣　明海 広島五日市

ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

c23

優勝

c44

c7 c37

【Ｃコート（組手）】　小学６年生男子（初、中級）の部　4名

63 末岡　大知 広島上安

62 富春　大空 広島海田 66

歳森　晴人
ﾋﾗｻ ﾀｲｶﾞ ﾄｼﾓﾘ ﾊﾙﾄ

55 平佐　泰賀 広島神辺 59

【Ｃコート（組手）】　小学４年生男子（初、中級）の部　８名　

c2 c4

c20 c21

優勝

c43

61 才野　友誠 広島ゆめスタジオ

ｻｲﾉ ﾕｳｾｲ

56

ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾒｲ

c3 c36 c5

【Ｃコート（組手）】　小学５年生男子（初級）の部　７名

c6 c8

c22

広島川口

広島宝町

藤川　健人

65 坂本　賢寿朗 愛媛
ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ

ﾋﾛｶﾜ ｱｺ95 廣川　亜瑚

久保　凜美

ﾊﾆ ｱｲﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶ

ﾆﾉﾐﾔ ﾋｲﾛ ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ

ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ ｽｴﾋﾛ ｷｸﾉ
87 畑中　潤 広島上安 88 末廣　嬉久乃 広島五日市

86 広島松永 87 広島上安

ﾀﾅｶ ﾚｲﾗ ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ

ｲﾊﾗ ｱﾔｶ ｶﾈｺ ﾕｲﾅ

ｱｵｷ ｽｽﾞ ﾏｽﾀﾞ ﾆﾅ

田中　玲愛 畑中　潤

ﾀﾅｶ ﾚｲﾗ ｽｴﾋﾛ ｷｸﾉ

金子　結衣菜 愛媛

80

ｸﾜﾀ ﾏｻﾄ

76
田代　隆太郎 広島八本松 78 井上　俊介 広島ゆめスタジオ

ﾀｼﾛ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ

c40

53

54

ﾑｶｴ ﾘｭｳﾉｽｹ

北村　和輝

久保　凜美

ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾏ

広島川口

ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾄ ｶﾅｵ ｿｳ

兒玉　脩平 広島横川 57 村上　颯舞 広島本郷

ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ

58ｼﾛﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ

ｽｴｵｶ ﾀﾞｲﾁ

ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ

ｽｴﾋﾛ ｱｷｳﾐ

ﾏｽｲ ｼﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ

城元　泰賀 広島五日市

広島尾道 60 金尾　壮

坂口　煌明 広島ゆめスタジオ

ﾄﾐﾊﾙ ｿﾗ



44.3 ｋｇ 6 級 27.5 ｋｇ 6 級

51 ｋｇ 5 級 45 ｋｇ 2 級

39 ｋｇ 1 級 40 ｋｇ 3 級

33 ｋｇ 10 級 23.5 ｋｇ 8 級

28 ｋｇ 8 級 22 ｋｇ 6 級

25 ｋｇ 7 級 26.1 ｋｇ 7 級

23.5 ｋｇ 8 級 27 ｋｇ 5 級

26.6 ｋｇ 6 級 27 ｋｇ 7 級

27 ｋｇ 6 級 21 ｋｇ 7 級

27.5 ｋｇ 7 級 27 ｋｇ 4 級

26 ｋｇ 4 級 27 ｋｇ 6 級

24 ｋｇ 5 級 28 ｋｇ 3 級

47 ｋｇ 2 級 31 ｋｇ 4 級

28 ｋｇ 3 級 37.5 ｋｇ 6 級

30.5 ｋｇ 7 級 47.9 ｋｇ 6 級

27 ｋｇ 6 級 48 ｋｇ 5 級

32 ｋｇ 4 級 39 ｋｇ 3 級

39 ｋｇ 2 級 39 ｋｇ 4 級

43 ｋｇ 3 級 45 ｋｇ 5 級

69 ｋｇ 2 級 34 ｋｇ 2 級

36 ｋｇ 4 級 38.7 ｋｇ 3 級

34.5 ｋｇ 3 級 37.8 ｋｇ 2 級

36.5 ｋｇ 2 級 37 ｋｇ 2 級

34 ｋｇ 3 級 37 ｋｇ 3 級

35.4 ｋｇ 2 級

37 ｋｇ 6 級 39.5 ｋｇ 3 級

3決

3決

3決

b41

3決

b40

145 清水　俊臣 広島三原

ｼﾐｽﾞ ﾀｶｵﾐ

b49

b20 b42

【Ｂコート（組手）】　小学５年生男子（上級）の部　10名

b15 b17

b3 優勝

b31 b48 b32

b4

b16 b18

【Ｂコート（組手）】　小学６年生男子（上級）-40㌔の部　７名

b19 b21

b33
b34

優勝

148 佐伯　恭太郎 兵庫西
ｻｴｷ ｷｮｳﾀﾛｳ

147 伊藤　幸貴 山口
ｲﾄｳ ｺｳｷ

141 白石　頼斗 愛媛
ｼﾗｲｼ ﾗｲﾄ

146 福森　隼人 広島中筋

ﾌｸﾓﾘ ﾊﾔﾄ

広島本郷

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ

139 吉岡　優希 広島三原東町

ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ

140 溜　颯太 広島五日市

ﾀﾏﾘ ｿｳﾀ

144 高見　匡央 広島中筋

ﾀｶﾐ ﾏｻﾋﾛ

127 髙木　統成 愛媛
ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾅﾘ

128 魚谷　蓮 広島三原

ｳｵﾀﾆ ﾚﾝ

129 松村　大樹 広島可部
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲｼﾞｭ

130 川又　裕浩 愛媛

142 黒川　功聖 広島中筋

ｸﾛｶﾜ ｺｳｾｲ

143 西崎　竜志 愛媛
ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳｼ

135 河津　圭祐 山口
ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ

136 相馬　言胤 広島神辺

ｿｳﾏ ﾄｼﾀﾈ

133 宮里　寿希 愛媛
ﾐﾔｻﾄ ﾄｼｷ

134 小野　朱良 広島神辺

ｵﾉ ｼｭﾗ

126 端村　嶺 徳島
ﾊｼﾑﾗ ﾚｲ

132 藤田　堅 広島三原東町

ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ

124 桑原　覇翔 広島神辺

ｸﾜﾊﾗ ﾊｸﾄ

125 平田　翔也 広島中筋

ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ

122 溝口　夕護 大阪東南

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺﾞ

123
金子　優心海 愛媛

ｶﾈｺ ﾕﾄｱ

【Ｂコート（組手）】　小学４年生男子（上級）の部　10名

b11 b13

b1 優勝

b29 b47 b30

b2

b12 b14

3決
ｶﾜﾏﾀ ﾕｳﾋﾛ

131 日野　雅一 広島宝町

ﾋﾉ ﾏｻｲﾁ

137 新元　涼平 広島可部

ｼﾝﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

138 安藤　亮治

b39

119 村上　真大 広島川口

ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾀ

【Ｂコート（組手）】　小学２年生男子（上級）の部　８名

b7 b9

b25 b26

優勝

b45

b8 b38 b10

【Ｃコート（組手）】　小学５，６年生女子（上級）の部　６名

c34
優勝 c19

c35
c51

c18

c423決

118 倉中　星空 岡山東 120 川崎　圭翔 広島三原東町

ｸﾗﾅｶ ｿﾗ ｶﾜｻｷ ｹｲﾄ

【Ｂコート（組手）】　小学３年生男子（上級）の部　4名

b27

優勝

b28b46

121 山本　悠人 大阪天満中崎

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

広島三原東町

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ

ﾐﾅﾐ ｷｼﾝ ﾋﾉ ｻｸﾏ

ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

平田　陸111 広島中筋 115 広島本郷
ﾋﾗﾀ ﾘｸ ﾊﾆ ﾗｲｾｲ

106 徳島 109 広島呉焼山

ﾊｼﾑﾗ ﾙｲ ﾆｼｶﾜ ﾘｸ

110 岡山南 114 岡山南
ﾅｲﾄｳ ｱﾏﾈ

兵庫西 広島三原

ｶﾏｴ ﾕｳｾｲ ﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾝ

105 宮里　統希 愛媛 108 宮崎　太我 広島宝町
ﾐﾔｻﾄ ﾓﾄｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

b23
優勝 b6

b24
b44

b5

b373決

ｸﾆﾓﾄ ｻｸﾗ ﾅｶｵ ﾕﾅ

99 内藤　恋楓 岡山南 102 上田　樹那

104 107 南　謙心

【Ｂコート（組手）】　小学１年生男子（上級）の部　６名

兵庫西
ﾅｲﾄｳ ﾚﾝｶ ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾅ

100 畑中　倖 広島上安 103 月守　彩心 広島中筋

ﾊﾀﾅｶ ｻﾁ ﾂｷﾓﾘ ｱﾔﾐ

国本　朔良 広島横川 中尾　優奈 広島横川

羽仁　來誠

112 二四岡　歩 広島呉焼山 吉村　一希
ﾆｼｵｶ ｱﾕﾑ

113 南　貴心 広島三原 117 日野　朔雅

116

端村　類 西川　凌空

三宅　大晴 内藤　天音

構　佑晟

98 101

広島宝町



35 ｋｇ 2 級 59 ｋｇ 1 級

45 ｋｇ 4 級

48.5 ｋｇ 6 級 41 ｋｇ 2 級

48 ｋｇ 2 級 49.5 ｋｇ 2 級

49.4 ｋｇ 2 級 37 ｋｇ 8 級

48 ｋｇ 6 級 43 ｋｇ 4 級

55 ｋｇ 3 級 57 ｋｇ 3 級

51 ｋｇ 2 級 59 ｋｇ 1 級

ｋｇ ｋｇ

60 ｋｇ 4 級 73 ｋｇ 初 段

59 ｋｇ 2 級 65 ｋｇ 6 級

54.8 ｋｇ 4 級

50.5 ｋｇ 2 級 65 ｋｇ 無 級

69 ｋｇ 2 級 48 ｋｇ 1 級

57 ｋｇ 3 級 47 ｋｇ 7 級

44 ｋｇ 1 級 45 ｋｇ 4 級

53 ｋｇ 9 級 70 ｋｇ 4 級

53 ｋｇ 9 級 78 ｋｇ 1 級

70 ｋｇ 4 級 78 ｋｇ 1 級

77 ｋｇ 1 級 67 ｋｇ 9 級

75 ｋｇ 1 級 73 ｋｇ 5 級

60 ｋｇ 1 級 73 ｋｇ 2 級

80 ｋｇ 4 級 69 ｋｇ 無 級

70 ｋｇ 無 級 71 ｋｇ 2 級

79 ｋｇ 7 級 89 ｋｇ 初 段

3決 a26

優勝

3決

a8

150 柴田　康聖 広島三原

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ

149 黒川　祐聖 広島中筋

ｸﾛｶﾜ ﾕｳｾｲ

【Ｂコート（組手）】　小学６年生男子（上級）+40㌔　５名

b35

優勝 b22

b36
b50

b433決

152 平田　晃輝 広島中筋
ﾋﾗﾀ ｺｳｷ

153 早川　晃生 兵庫西
ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂｷ

151 川森　悠人 広島上安

ｶﾜﾓﾘ ﾕｳﾄ

【Ａコート（組手）】　一般男子（上級）の部　８名

a9 a11

A29 A30

優勝

A38

a10 A37 a123決

a21

a35

【Ａコート（組手）】　壮年（上級）の部　4名

優勝

a36

a283決

a22 a23

【Ａコート（組手）】　中学生女子（上級）の部　4名

優勝

a34

a27

【Ａコート（組手）】　高校生男子（上級）の部　3名

a19 a20

3決

a17 a18a33

a1

a5
a7

191 光元　伸二 広島尾道

ﾐﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

【Ａコート（組手）】　中学１年生男子（上級）-50㌔の部　６名

a13
優勝 a3

a14
a31

a2

a243決

【Ａコート（組手）】　中学１年生男子（上級）+50㌔の部　4名

a15

優勝

a16a32

a25

【Ａコート（組手）】　中学２、３年生男子（上級）の部　9名

a4 a6

189 前谷　啓一 広島西条中央

ﾏｴﾀﾆ ｹｲｲﾁ

190 中川　寿一 広島海田

ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭｲﾁ

188 松村　拓弥 広島可部

ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾔ

182 梶田　明宏 愛媛
ｶｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

183 新谷　武志 広島宝町

ｼﾝﾀﾆ ﾀｹｼ

179 清水　力 広島上安

ｼﾐｽﾞ ﾘｷ

178 渡里　空世 広島西条中央

ﾜﾀﾘ ｿﾗﾂｸﾞ

179 清水　力 広島上安

ｼﾐｽﾞ ﾘｷ

176 白石　結愛 愛媛
ｼﾗｲｼ ﾕｲﾗ

172 芝　宏二郎 広島五日市

ｼﾊﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ

175 宮中　一華 広島廿日市

ﾐﾔﾅｶ ｲﾁｶ

170 落合　華山 山口
ｵﾁｱｲ ｶｻﾞﾝ

171 松本　壮太郎 広島中山

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ

168 濱崎　亮 大阪天満中崎

ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ

169 白石　慶冴 広島呉焼山

ｼﾗｲｼ ｹｲｺﾞ

163 藤田　航 広島三原東町

ﾌｼﾞﾀ ｺｳ

162 荒谷　大翔 広島宝町
ｱﾗﾀﾆ ﾋﾛﾄ

158 谷本　大輝 広島神辺
ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

159 内藤　響 岡山南
ﾅｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ

157 吉岡　巧望 広島三原東町

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ

186 宮内　裕樹 広島五日市

ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ

187 斎藤　健登 広島宝町

ｻｲﾄｳ　ｹﾝﾄ

184 別府　達朗 山口
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾛｳ

185 笠原　侑誠 広島尾道

ｶｻﾊﾗ ﾕｳｾｲ

181 小月　寿倫 広島廿日市

ｵﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾛ

180
高橋　誠一郎 広島中山

ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁﾛｳ

177 中野　開哉 広島西条中央

ﾅｶﾉ ﾊﾙﾔ

178 渡里　空世 広島西条中央

ﾜﾀﾘ ｿﾗﾂｸﾞ

177 中野　開哉 広島西条中央

ﾅｶﾉ ﾊﾙﾔ

173 国本　小雪 広島横川

ｸﾆﾓﾄ ｺﾕｷ

174 青山　優衣 山口
ｱｵﾔﾏ ﾕｲ

166 正図　一惺 広島中筋

ｼｮｳｽﾞ ｲｯｾｲ

167 宮本　陽仁 大阪東南

ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ

165 仁科　夢希 広島川口

ﾆｼﾅ ﾕﾒｷ

164 佐伯　聖翔 山口
ｻｴｷ ﾏｻﾄ

160 斎藤　晶太 広島五日市

ｻｲﾄｳ　ｼｮｳﾀ

161 杉本　啓道 愛媛
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ

156 吉原　樹 広島宝町

ﾖｼﾊﾗ ｲﾂｷ

154 吉井　創多 広島宝町

ﾖｼｲ ｿｳﾀ

155 森藤　彰一 岡山東
ﾓﾘﾄｳ ｼｮｳｲﾁ


