
番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 吉田　湊海

2 関東 東京 丸山　紗南

3 関東 神奈川 宮永　詩

4 関東 神奈川 筧　羽未

5 北海道 北海道 土岐　穂佳

6 北海道 北海道 太田口　結乃

7 北海道 北海道 行方　あいな

8 北海道 北海道 佐々木　香穂

9 東北 秋田 佐藤　彩虹

10 東北 秋田 佐藤　未彩

11 東北 宮城 高橋　紅丹

12 東北 岩手 大久保　亜美

13 北信越 富山 千財　怜奈

14 北信越 富山 新井　りな

15 北信越 富山 安平　暖乃佳

16 北信越 長野 堀内　紬

17 近畿 兵庫 畠山　奈穂

18 近畿 兵庫 増田　美咲

19 近畿 大阪 櫻井　咲蓉

20 近畿 京都 村上　穂香

21 東海 三重 平井　柑那

22 東海 静岡 竹内　美沙希

23 東海 愛知 有本　早良

24 東海 岐阜 澤田	　ゆあり

25 中国 岡山 川淵　凛空

26 中国 山口 早川　日彩

27 四国 香川 高井　梨愛

28 九州 宮崎 市來　優楽

29 九州 熊本 飯村　吏琥愛

30 九州 大分 橋本　彩加

31 九州 鹿児島 阿部　祐奈
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１年女子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 神奈川 小島　実紗

2 関東 東京 大西　はる花

3 関東 千葉 千葉　和奏

4 関東 神奈川 中山　葵子

5 北海道 北海道 佐藤　愛莉

6 北海道 北海道 渡邊　ひまり

7 北海道 北海道 櫻木　心乃栞

8 北海道 北海道 木藤　朱音

9 東北 宮城 赤間　美ノ空

10 東北 青森 吉田　菜々子

11 東北 宮城 一條　美咲

12 東北 宮城 泉　野々花

13 北信越 福井 松浦  恋春

14 北信越 新潟 山﨑　青央

15 北信越 石川 田中　セリ葉

16 北信越 長野 池田　七葉

17 近畿 大阪 佐々木　灯里

18 近畿 京都 米丸　ひなの

19 近畿 大阪 山見　杏里

20 近畿 奈良 増田　聖愛

21 東海 三重 里路　心咲

22 東海 静岡 市川　千夏

23 東海 愛知 松本　八薫

24 東海 岐阜 神谷	　凌帆

25 中国 広島 前田　佳蓮

26 中国 岡山 森川　紅音

27 中国 山口 舞田　七海

28 中国 鳥取 田中　里奈

29 四国 徳島 佐藤　桔子

30 四国 高知 印藤　るん

31 四国 愛媛 阿部　絢音

32 四国 香川 赤瀬　愛永

33 九州 宮崎 荒木　理愛

34 九州 福岡 木下　鈴

35 九州 福岡 正岡　沙樹

36 九州 熊本 濵名　栞希

２年女子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 八幡　紗希

2 関東 千葉 武部　晶

3 関東 山梨 志村　舞蘭

4 関東 山梨 孕石　ののは

5 北海道 北海道 播磨　理桜

6 北海道 北海道 似鳥　希羽

7 北海道 北海道 塩野谷　麗花

8 北海道 北海道 佐藤　結絆

9 東北 宮城 圡屋　彩芭

10 東北 福島 菅野　美桜

11 東北 宮城 佐藤　日莉

12 東北 秋田 森本　羽南

13 北信越 富山 千財　綾夏

14 北信越 石川 新本　莉子

15 北信越 長野 須澤　泉天

16 北信越 長野 松田　奈乃果

17 近畿 大阪 吉福　百葉

18 近畿 兵庫 工藤　羽流

19 近畿 奈良 高　睦尭

20 近畿 大阪 幡　美織

21 東海 三重 藤田　愛菜

22 東海 静岡 板野　朱花

23 東海 愛知 高橋　伊吹

24 東海 岐阜 後藤	　花歩

25 中国 広島 宮本　琴葉

26 中国 岡山 茅原　月奈

27 中国 山口 幸坂　咲空

28 中国 鳥取 長瀬　希

29 四国 高知 池田　悠夏

30 四国 愛媛 村上　瑠南

31 四国 香川 山下　礼那

32 九州 宮崎 渡邊　愛夢実

33 九州 福岡 二木　さくら

34 九州 大分県 穴井　羽奏

35 九州 鹿児島 瀬戸口　くらら

36

３年女子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 東京 鈴木　結依

2 関東 山梨 中村　心美

3 関東 栃木 小林　神楽

4 関東 東京 眞上　裕菜

5 北海道 北海道 遠山　乃碧

6 北海道 北海道 内河　由貴

7 北海道 北海道 長谷川　果凛

8 北海道 北海道 細川　梨央

9 東北 宮城 佐々木　悠夏

10 東北 山形 村上　心優

11 東北 山形 八鍬　美桜里

12 東北 宮城 石堂　心花

13 北信越 富山 西田　優亜

14 北信越 石川 須崎　歩渚

15 北信越 長野 高瀬　奏空

16 北信越 長野 田中　優和

17 近畿 大阪 田村　晶華

18 近畿 滋賀 田上　結楽

19 近畿 奈良 堀内　陽咲

20 近畿 兵庫 小原　杏

21 東海 三重 清川　心花

22 東海 静岡 近藤　舞桜

23 東海 愛知 河口　志保

24 東海 岐阜 岩田	　杏珠

25 中国 広島 森脇　沙羽

26 中国 岡山 近藤　陽菜

27 中国 山口 中司　瑞姫

28 中国 鳥取 楠城　怜生

29 四国 徳島 溪　凜樺

30 四国 高知 印藤　苺亜

31 四国 愛媛 藤村　朋杏泉

32 四国 香川 岡田　莉々翔

33 九州 宮崎 吉田　愛

34 九州 宮崎 黒木　悠楽

35 九州 福岡 尾崎　瑠椛

36 九州 佐賀 久野　結月

４年女子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 山梨 髙部　雪舞

2 関東 千葉 中川　希愛

3 関東 神奈川 猶原　美羽

4 関東 東京 野中　里桜

5 北海道 北海道 寺田　凛

6 北海道 北海道 水品　陽菜

7 北海道 北海道 茂木　心春

8 北海道 北海道 松芳　美海

9 東北 宮城 小野寺　柚唯菜

10 東北 宮城 尾形　羽純

11 東北 岩手 照井　心陽

12 東北 宮城 古川　浬央

13 北信越 長野 富永　笑歌

14 北信越 長野 中沢　璃乃杏

15 北信越 長野 金森　真奈

16 近畿 大阪 辻野　楓佳

17 近畿 京都 櫻井　彩葉

18 近畿 大阪 松野　衣純

19 近畿 和歌山 川上　伊莉嘉

20 東海 三重 清川　愛果

21 東海 静岡 藤原　希海

22 東海 愛知 酒井　美幸花

23 東海 岐阜 大澤　	祐月

24 中国 広島 井上　栞那

25 中国 岡山 奥村　結愛

26 中国 山口 末永　優月

27 中国 鳥取 田中　友俐子

28 四国 徳島 郡　鈴乃

29 四国 香川 大森　海里

30 九州 佐賀 奥村　真央

31 九州 長崎 出田　彩紗

32 九州 熊本 佐藤　未菜美

33 九州 大分県 丸吉　芽生

34
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５年女子組手



番号 地区名 県名 選手名 シード

1 関東 千葉 永野　美優

2 関東 東京 野上　愛麻

3 関東 東京 刈込　和花

4 関東 千葉 清水　音芭

5 北海道 北海道 嵯峨　佳依

6 北海道 北海道 遠山　芽依

7 北海道 北海道 高口　莉緒

8 北海道 北海道 田中　桃子

9 東北 宮城 小田　倫稟

10 東北 宮城 伊藤　美樹

11 東北 宮城 柴田　芽依那

12 東北 青森 千葉　琉夏

13 北信越 福井 田中　結愛

14 北信越 福井 佐々邊　世菜

15 北信越 石川 高山　絢

16 北信越 長野 須田　詩乃

17 近畿 大阪 竹口　聖桜

18 近畿 大阪 西川　温

19 近畿 大阪 永田　莉子

20 近畿 和歌山 長嶋　珠央

21 東海 三重 奈須　帆花

22 東海 静岡 海沼　芽音

23 東海 愛知 澤田　未来

24 東海 岐阜 西村	　まりあ

25 中国 広島 村岡　恵名

26 中国 岡山 坪井　美佳

27 中国 鳥取 中田　琉菜

28 中国 島根 打田　妃華

29 四国 徳島 秋山　樹季

30 四国 高知 吉村　奏乃

31 四国 愛媛 北　遥花

32 四国 香川 西岡　徠夢

33 九州 宮崎 川路　仁幸

34 九州 福岡 髙田　未来

35 九州 福岡 松本　夢果

36 九州 熊本 藤本　衣織

６年女子組手


