
番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 栃木 高　宥備

2 関東 埼玉 長崎　勝之介

3 関東 千葉 溝上　桔平

4 関東 栃木 木村　理葵

5 北海道 北海道 横山　侑哉

6 北海道 北海道 中村　皇斗

7 北海道 北海道 倉地　圭吾

8 北海道 北海道 佐々木　奏音

9 東北 宮城 伊澤　暁人

10 東北 山形 橋本　陸

11 東北 青森 類家　颯斗

12 東北 宮城 髙平　氷太

13 北信越 石川 大橋　翼

14 北信越 長野 町田　善

15 近畿 京都 伊藤　楽生

16 近畿 京都 岡本　喜壱

17 近畿 兵庫 清原　恵介

18 近畿 奈良 津村　悠我

19 東海 三重 清川　聖真

20 東海 静岡 丹羽　然

21 東海 愛知 藤田　塁

22 東海 岐阜 山口　	瑠唯

23 中国 広島 于　嘉俊

24 中国 岡山 坂元　壱哉

25 中国 山口 大原　寛大

26 中国 鳥取 深津　大我

27 四国 徳島 髙木　晴太

28 四国 愛媛 木原　旭陽

29 四国 香川 山﨑　源平

30 九州 宮崎 池田　結琉

31 九州 福岡 森　蓮志

32 九州 福岡 坂田　光遥

33 九州 熊本 富岡　光翔

34

35

36

１年男子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 池田　諒真

2 関東 埼玉 小野　陽叶

3 関東 埼玉 岩志　倖希

4 関東 東京 北原　　翼

5 北海道 北海道 木下　瑛登

6 北海道 北海道 新沼　奏汰

7 北海道 北海道 岡久　明樹

8 北海道 北海道 山津　蓮太郎

9 東北 宮城 小田　祐ノ辰

10 東北 宮城 鈴木　陽翔

11 東北 福島 畑中　優成

12 東北 宮城 今野　由羅

13 北信越 長野 丸山　瞬

14 北信越 長野 隠岐　魁人

15 近畿 大阪 吉村　諒馬

16 近畿 大阪 三宅　晴

17 近畿 奈良 片岡　獅子杜

18 近畿 大阪 矢野　蘭之助

19 東海 三重 矢島　成那

20 東海 静岡 川崎　琥暖

21 東海 愛知 溝口　良明

22 東海 岐阜 古川　拓磨

23 中国 広島 藤本　侑駕

24 中国 岡山 荻野　我空

25 中国 山口 中司　悠真

26 中国 鳥取 谷本　岳都

27 四国 徳島 佐々木　啓丞

28 四国 高知 林　将叶

29 四国 愛媛 角南　飛龍

30 四国 香川 丸山　翼

31 九州 宮崎 高松　英留

32 九州 福岡 東房　新

33 九州 佐賀 中野　帆尊

34 九州 鹿児島 矢野　琥斗良

35

36

２年男子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 東京 岡島　大虎

2 関東 千葉 釘野　義絆

3 関東 山梨 豊田　航

4 関東 埼玉 髙圡　遙馬

5 北海道 北海道 平澤　隆基

6 北海道 北海道 宮口　大輝

7 北海道 北海道 日向寺　佑弥

8 北海道 北海道 橋本　空

9 東北 宮城 熊谷　龍清

10 東北 宮城 山田　浩弥

11 東北 宮城 日野　羚城

12 東北 宮城 鈴木　岳

13 北信越 新潟 遠田　天成

14 北信越 長野 宮坂　十輔

15 北信越 長野 中原　蒼良

16 北信越 長野 三澤　広翔

17 近畿 大阪 植松　蓮

18 近畿 大阪 森川　武蔵

19 近畿 大阪 斉藤　将吾

20 近畿 大阪 馬渡　耀生

21 東海 三重 奈須　壮汰

22 東海 静岡 堀川　快成

23 東海 愛知 田島　大煌

24 東海 岐阜 野平　	渓太

25 中国 広島 小林　将弥

26 中国 岡山 吉形　稔

27 中国 山口 岡村　冠

28 中国 鳥取 三井　翔夢

29 四国 徳島 秋山　力希

30 四国 高知 山岡　諒士

31 四国 愛媛 堀川　卓幹

32 四国 香川 矢野　抄英

33 九州 宮崎 和田　春人

34 九州 福岡 吉田  琉唯

35 九州 鹿児島 大串　海ムサフィリ

36 九州 鹿児島 草原　駆
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番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 栃木 大島　優昇

2 関東 神奈川 木戸口　晃士

3 関東 埼玉 双澤　凜人

4 関東 茨城 菅宮　心乃助

5 北海道 北海道 五十嵐　悠仁

6 北海道 北海道 髙橋　奏多

7 北海道 北海道 成田　悠祐

8 北海道 北海道 新沼　蒼史

9 東北 宮城 小田　虎ノ辰

10 東北 宮城 佐藤　煌心

11 東北 青森 須藤　魁士

12 東北 宮城 阿部　恭大

13 北信越 富山 石黒　恵大

14 北信越 石川 大橋　輝

15 北信越 長野 内川　陽路

16 北信越 長野 山中　謙士

17 近畿 京都 岡本　幸晟

18 近畿 大阪 斉藤　鉄将

19 近畿 奈良 川辺　遥大

20 近畿 滋賀 渡部　叶成

21 東海 三重 里路　泰雅

22 東海 静岡 市川　一汰

23 東海 愛知 氏原　琉翔

24 東海 岐阜 大野　	喜一

25 中国 広島 升田　一吹

26 中国 岡山 加古　颯汰

27 中国 山口 山村　汰平

28 中国 島根 森田　蒼士

29 四国 徳島 倉田　龍

30 四国 高知 利岡　優乃心

31 四国 愛媛 月原　健心

32 四国 香川 髙田　隼羽

33 九州 福岡 松村　幸龍

34 九州 長崎 立木　奎伍

35 九州 長崎 城谷　連唯

36 九州 熊本 三角　俠太郎
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番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 埼玉 佐藤　恵斗

2 関東 茨城 工藤　怜生

3 関東 栃木 高橋　大雅

4 関東 千葉 齊藤　陸絃

5 北海道 北海道 山口　寛騎

6 北海道 北海道 田中　玲冴

7 北海道 北海道 野代　大貴

8 北海道 北海道 葛西　雄星

9 東北 宮城 髙橋　玲生

10 東北 福島 今村　怜穂 

11 東北 宮城 池田　虎汰

12 東北 福島 菅野　奏詩

13 北信越 新潟 杉山　夢来

14 北信越 新潟 石井　航琉

15 北信越 新潟 斎藤　静矢朗

16 北信越 長野 隠岐　侑眞

17 近畿 大阪 岩本　鳳

18 近畿 大阪 森川　小徹

19 近畿 京都 菅城　凜

20 近畿 大阪 西野　雅陽

21 東海 三重 高野　陽斗

22 東海 静岡 佐藤　雄登

23 東海 愛知 氏原　勇翔

24 東海 岐阜 野平	　爽太

25 中国 広島 岡　亮汰

26 中国 岡山 篠田　海聖

27 中国 山口 尾﨑　蓮

28 中国 島根 松本　修士

29 四国 徳島 佐藤　柊太

30 四国 高知 池田　壮真

31 四国 愛媛 小笠原　颯亮

32 四国 香川 志賀　勇仁

33 九州 宮崎 南　仁

34 九州 福岡 佐藤　壱

35 九州 長崎 大久保　玲音

36 九州 長崎 下村　楓馬
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番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 千葉　嵐斗

2 関東 埼玉 五百川　燎優

3 関東 千葉 千葉　嵐史

4 関東 神奈川 八田　順平

5 北海道 北海道 相場　柚祁

6 北海道 北海道 玉井　励治

7 北海道 北海道 大森　蒼介

8 北海道 北海道 大瀧　寛人

9 東北 宮城 須知　蒼心

10 東北 宮城 千田　兼新

11 東北 宮城 佐々木　晃紀

12 東北 宮城 遠藤　星夜

13 北信越 富山 深江　星希

14 北信越 石川 吉田　迅希

15 北信越 長野 武田　汰心

16 北信越 長野 吉田　旭

17 近畿 奈良 安達　大翔

18 近畿 大阪 横山　利貴

19 近畿 京都 三木　雅統

20 近畿 京都 山崎　未翔

21 東海 三重 奥村　友翔

22 東海 静岡 伊藤　友哉

23 東海 愛知 菅野谷　匠真

24 東海 岐阜 山口　	璃貫

25 中国 広島 森下　遥太

26 中国 岡山 荒尾　秋成

27 中国 山口 村田　蒼磨

28 中国 鳥取 青戸　雄星

29 四国 徳島 溪　敦詞

30 四国 高知 竹内　大智

31 四国 愛媛 矢野　豹雅

32 四国 香川 山﨑　海堂

33 九州 宮崎 鶴田　絆

34 九州 熊本 村山　匠人

35 九州 熊本 山本　彪真

36 九州 大分 橋本　壮志

６年男子組手


