
１年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 土岐　果瑛 ﾄｷ  ｶｴ 北海道 1

2 北海道 倉田　奈々花 ｸﾗﾀ  ﾅﾅｶ 北海道 1

3 北海道 徳家　茉歩 ﾄｸｲｴ　ﾏﾎ 北海道 1

4 東北 中條　愛子 ﾅｶｼﾞｮｳ  ｱｲｺ 岩手 1

5 東北 小齋　朱凛 ｺｻｲ  ｱｶﾘ 宮城 1

6 東北 横山　絢萠 ﾖｺﾔﾏ  ｱﾔﾒ 宮城 1

7 東北 佐々木　美亜 ｻｻｷ  ﾐｱ 宮城 1

8 関東 杉山　夏葉 ｽｷﾞﾔﾏ  ﾅﾂﾊ 神奈川 1

9 関東 廣重　雫 ﾋﾛｼｹﾞ  ｼｽﾞｸ 埼玉 1

10 関東 石井　なな ｲｼｲ  ﾅﾅ 埼玉 1

11 関東 田柳　心絆 ﾀﾔﾅｷﾞ  ｺｺﾅ 東京 1

12 関東 中島　心春 ﾅｶｼﾞﾏ  ｺﾊﾙ 東京 1

13 北信越 岩井　晴美 ｲﾜｲ  ﾊﾙﾐ 長野 1

14 北信越 齊藤　陽葵 ｻｲﾄｳ 　ﾋﾅﾀ 新潟 1

15 北信越 鈴木日鞠 ｽｽﾞｷ　ﾋﾏﾘ 新潟 1

16 北信越 五十嵐　天音 ｲｶﾞﾗｼ  ｱﾏﾈ 富山 1

17 東海 増田　紗夕 ﾏｽﾀﾞ  ｻﾕ 愛知 1

18 東海 廣池　洸 ﾋﾛｲｹ  ﾎﾉｶ 三重 1

19 東海 山崎　詩織 ﾔﾏｻﾞｷ  ｼｵﾘ 岐阜 1

20 東海 山本　美緒 ﾔﾏﾓﾄ  ﾐｵ 静岡 1

21 近畿 西野　陽菜 ﾆｼﾉ  ﾋﾅ 大阪 1

22 近畿 大岡　茜 ｵｵｵｶ  ｱｶﾈ 兵庫 1

23 近畿 右田　明日香 ﾐｷﾞﾀ  ｱｽｶ 兵庫 1

24 近畿 藤江　紗羽 ﾌｼﾞｴ   ｻﾜ 京都 1

25 中国 佐伯　華愛 ｻｲｷ  ｱﾔﾊ 広島 1

26 中国 赤木　結茉 ｱｶｷﾞ  ﾕﾏ 広島 1

27 中国 川田　陽葵 ｶﾜﾀﾞ  ﾋﾏﾘ 岡山 1

28 四国 中川　晴賀 ﾅｶｶﾞﾜ  ｾｲｶ 徳島 1

29 四国 佐藤　朔季 ｻﾄｳ  ﾂｷ 徳島 1

30 四国 鷲見　蓮梛 ｽﾐ  ﾚﾝﾅ 愛媛 1

31 九州 東房　葵 ﾄｳﾎﾞｳ  ｱｵｲ 福岡 1

32 九州 中園　結衣 ﾅｶｿﾞﾉ  ﾕｲ 福岡 1

33 九州 日野　星来 ﾋﾉ  ｾｲﾗ 福岡 1

34 九州 田原　幸来 ﾀﾊﾗ  ｻﾗ 福岡 1

35 九州 名城　妃桜 ﾅｼﾛ  ﾒｲｻ 沖縄 1

36 九州 寺島　希虹 ﾃﾗｼﾏ  ｷｺ 佐賀 1



２年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 土岐　穂佳 ﾄｷ  ﾎﾉｶ 北海道 2

2 北海道 太田口　結乃 ｵｵﾀｸﾞﾁ  ﾕｲﾉ 北海道 2

3 北海道 辻　麻陽 ﾂｼﾞ  ｱｻﾋ 北海道 2

4 北海道 佐藤　芹香 ｻﾄｳ　ｾﾘｶ 北海道 2

5 東北 菅野　百果 ｶﾝﾉ  ﾓｶ 福島 2

6 東北 石川　葵唯 ｲｼｶﾜ  ｱｵｲ 宮城 2

7 東北 鎌田　百希 ｶﾏﾀﾞ　ﾕﾉ 宮城 2

8 東北 堤　唯那 ﾂﾂﾐ　ﾕｲﾅ 青森 2

9 関東 吉田　湊海 ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾅﾐ 千葉 2

10 関東 筧　羽未 ｶｹｲ  ｳﾐ 神奈川 2

11 関東 岩佐　小春 ｲﾜｻ  ｺﾊﾙ 茨城 2

12 関東 市之瀬　香代 ｲﾁﾉｾ  ｶﾖ 千葉 2

13 関東 芹沢　涼夏 ｾﾘｻﾞﾜ  ｽｽﾞｶ 群馬 2

14 関東 鈴木　碧葉 ｽｽﾞｷ  ｱｵﾊ 埼玉 2

15 北信越 百瀬　瑛茉 ﾓﾓｾ  ｴﾏ 長野 2

16 北信越 千財　怜奈 ｾﾝｻﾞｲ   ﾚﾅ 富山 2

17 北信越 安平　暖乃佳 ﾔﾙﾋﾗ  ﾉﾉｶ 富山 2

18 北信越 中村　一乃 ﾅｶﾑﾗ  ｲﾁﾉ 石川 2

19 東海 有本　早良 ｱﾘﾓﾄ  ｻﾗ 愛知 2

20 東海 平井　柑那 ﾋﾗｲ  ｶﾝﾅ 三重 2

21 東海 澤田　ゆあり ｻﾜﾀﾞ  ﾕｱﾘ 岐阜 2

22 東海 植松　明莉 ｳｴﾏﾂ  ｱｶﾘ 静岡 2

23 近畿 柴田　杏織 ｼﾊﾞﾀ　ｱｵ 滋賀 2

24 近畿 明石谷　雫 ｱｶｼﾀﾆ  ｼｽﾞｸ 兵庫 2

25 近畿 畠山　奈穂 ﾊﾀｹﾔﾏ  ﾅﾎ 兵庫 2

26 近畿 増田　美咲 ﾏｽﾀﾞ  ﾐｻｷ 兵庫 2

27 中国 川淵　凛空 ｶﾜﾌﾁ  ﾘﾝｱ 岡山 2

28 中国 山﨑　千鶴 ﾔﾏｻｷ  ﾁﾂﾞﾙ 岡山 2

29 四国 高井　礼愛 ﾀｶｲ  ﾚｱ 香川 2

30 四国 青木　絃遠 ｱｵｷ  ｲﾄ 徳島 2

31 四国 吉井　琴花 ﾖｼｲ  ｺﾄﾊ 徳島 2

32 四国 清水　望央 ｼﾐｽﾞ  ﾐｵ 愛媛 2

33 九州 亀川　唯華 ｶﾒｶﾞﾜ  ﾕｲｶ 福岡 2

34 九州 中園　紬寧 ﾅｶｿﾞﾉ  ﾕｲﾈ 福岡 2

35 九州 北里　瑠希 ｷﾀｻﾞﾄ  ﾙﾉ 熊本 2

36 九州 市來　優楽 ｲﾁｷ   ﾕﾗ 宮崎 2

37 九州 橋本　彩加 ﾊｼﾓﾄ  ｱﾔｶ 大分 2

38 九州 古野　愛佳 ﾌﾙﾉ  ｱｲｶ 大分 2

39 地元 大松　百華 ｵｵﾏﾂ　ﾓｶ 十勝 2



３年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 松山　りお ﾏﾂﾔﾏ  ﾘｵ 北海道 3

2 北海道 佐藤　愛莉 ｻﾄｳ  ｱｲﾘ 北海道 3

3 北海道 笹谷　七聖 ｻｻﾔ  ﾅﾅｾ 北海道 3

4 北海道 池田　雫 ｲｹﾀﾞ  ｼｽﾞｸ 北海道 3

5 東北 松前　紗羽 ﾏﾂﾏｴ  ｻﾜ 宮城 3

6 東北 赤間　美ノ空 ｱｶﾏ  ﾐﾉｱ 宮城 3

7 東北 泉　野々花 ｲｽﾞﾐ  ﾉﾉｶ 宮城 3

8 東北 厂原　紅 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ  ﾍﾞﾆ 宮城 3

9 関東 鈴木　望来 ｽｽﾞｷ  ﾐｸ 千葉 3

10 関東 千葉　和奏 ﾁﾊﾞ  ﾜｶﾅ 千葉 3

11 関東 和田　柚花 ﾜﾀﾞ  ﾕｳｶ 東京 3

12 関東 名和　愛莉 ﾅﾜ  ｱｲﾘ 千葉 3

13 関東 松本　桃花 ﾏﾂﾓﾄ  ﾓﾓｶ 神奈川 3

14 関東 嶋田　望乃 ｼﾏﾀﾞ  ﾉﾉ 埼玉 3

15 北信越 中山　紗良 ﾅｶﾔﾏ  ｻﾗ 長野 3

16 北信越 後藤　譜羽 ｺﾞﾄｳ　ﾌｳ 新潟 3

17 北信越 山﨑　青央 ﾔﾏｻﾞｷ 　ｱｵ 新潟 3

18 北信越 村井　莉子 ﾑﾗｲ  ﾘｺ 石川 3

19 東海 山川　咲月 ﾔﾏｶﾜ   ｻﾂｷ 愛知 3

20 東海 里路　心咲 ｻﾄｼﾞ  ｺｺﾊ 三重 3

21 東海 井上　栞那 ｲﾉｳｴ  ｶﾝﾅ 岐阜 3

22 東海 市川　千夏 ｲﾁｶﾜ  ﾁﾅﾂ 静岡 3

23 近畿 山見　杏里 ﾔﾏﾐ  ｱﾝﾘ 大阪 3

24 近畿 西村　伊織 ﾆｼﾑﾗ  ｲｵﾘ 大阪 3

25 近畿 佐々木 灯里 ｻｻｷ  ｱｶﾘ 大阪 3

26 近畿 清水　優桜 ｼﾐｽﾞ　ﾏｵ 京都 3

27 中国 小林　実歩 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾎ 広島 3

28 中国 前田　佳蓮 ﾏｴﾀﾞ  ｶﾚﾝ 広島 3

29 中国 名越　七虹 ﾅｺﾞｼ  ﾅｺ 岡山 3

30 中国 田中　里奈 ﾀﾅｶ  ﾘﾅ 鳥取 3

31 四国 牧　るり ﾏｷ  ﾙﾘ 香川 3

32 四国 佐藤　桔子 ｻﾄｳ  ｷｺ 徳島 3

33 四国 印藤　るん ｲﾝﾄﾞｳ  ﾙﾝ 高知 3

34 四国 御堂　日彩 ﾐﾄﾞｳ  ﾋｲﾛ 愛媛 3

35 九州 木下　鈴 ｷﾉｼﾀ  ｽｽﾞ 福岡 3

36 九州 下村　ひなた ｼﾓﾑﾗ  ﾋﾅﾀ 長崎 3

37 九州 城田　阿璃実 ｼﾛﾀ  ｱﾘﾐ 長崎 3

38 九州 荒木　理愛 ｱﾗｷ  ﾘｱ 宮崎 3

39 九州 金戸　結愛 ｶﾅﾄ  ﾕｳｱ 大分 3

40 九州 村田　瑠琉華 ﾑﾗﾀ  ﾙﾙｶ 鹿児島 3

41 地元 渡邊　ひまり ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾏﾘ 十勝 3



４年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 播磨　理桜 ﾊﾘﾏ  ﾘｵ 北海道 4

2 北海道 平野　梨愛那 ﾋﾗﾉ  ﾘｱﾅ 北海道 4

3 北海道 佐藤　結絆 ｻﾄｳ  ﾕｽﾞﾅ 北海道 4

4 北海道 堀　碧衣 ﾎﾘ  ｱｵｲ 北海道 4

5 東北 圡屋　彩芭 ﾂﾁﾔ  ｲﾛﾊ 宮城 4

6 東北 菅野　美桜 ｶﾝﾉ  ﾐｵ 福島 4

7 東北 菅井　莉央 ｽｶﾞｲ  ﾘｵ 宮城 4

8 東北 目黒　莉明菜 ﾒｸﾞﾛ  ﾘｱﾅ 福島 4

9 関東 須永　理歩 ｽﾅｶﾞ  ﾘﾎ 埼玉 4

10 関東 萩原　姫羅 ﾊｷﾞﾊﾗ　ｷﾗ 千葉 4

11 関東 林　愛莉 ﾊﾔｼ  ｱｲﾘ 群馬 4

12 関東 遠藤　美月 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾐﾂｷ 東京 4

13 関東 八幡　紗希 ﾔﾜﾀ  ｻｷ 千葉 4

14 関東 小野寺　咲 ｵﾉﾃﾞﾗ  ｻｷ 埼玉 4

15 北信越 須澤　泉天 ｽｻﾞﾜ  ﾐｿﾗ 長野 4

16 北信越 松田　奈乃果 ﾏﾂﾀﾞ  ﾅﾉｶ 長野 4

17 北信越 冨田　実乃莉 ﾄﾐﾀ 　ﾐﾉﾘ 新潟 4

18 北信越 丸井　秋結 ﾏﾙｲ  ｼｳ 石川 4

19 東海 高橋　伊吹 ﾀｶﾊｼ  ｲﾌﾞｷ 愛知 4

20 東海 落久保　美弥 ｵｵｸﾎﾞ  ﾐﾐ 三重 4

21 東海 山崎　綾夏 ﾔﾏｻﾞｷ  ｱﾔｶ 岐阜 4

22 東海 板野　朱花 ｲﾀﾉ  ｼｭｳｶ 静岡 4

23 近畿 吉福　百葉 ﾖｼﾌｸ  ﾓﾓﾊ 大阪 4

24 近畿 稲井　かんな ｲﾅｲ  ｶﾝﾅ 大阪 4

25 近畿 丑田　紗咲 ｳｼﾀﾞ  ｻｷ 兵庫 4

26 近畿 森下　真希 ﾓﾘｼﾀ  ﾏｷ 京都 4

27 中国 德本　栞那 ﾄｸﾓﾄ  ｶﾝﾅ 山口 4

28 中国 茅原　月奈 ｶﾔﾊﾗ  ﾂｷﾅ 岡山 4

29 中国 鍋谷　心春 ﾅﾍﾞﾔ  ｺﾊﾙ 岡山 4

30 四国 高橋　昊子 ﾀｶﾊｼ  ｺｳｺ 香川 4

31 四国 浅井　結愛 ｱｻｲ  ﾕｱ 徳島 4

32 四国 池田　悠夏 ｲｹﾀﾞ  ﾕｳｶ 高知 4

33 四国 村上　瑠南 ﾑﾗｶﾐ  ﾙﾅ 愛媛 4

34 九州 井手　蕾 ｲﾃﾞ  ﾂﾎﾞﾐ 福岡 4

35 九州 二木　さくら ﾌﾀﾂｷﾞ  ｻｸﾗ 福岡 4

36 九州 道添　由萌 ﾐﾁｿﾞｴ  ﾕﾒ 長崎 4

37 九州 渡邊　愛夢実 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｱﾕﾐ 宮崎 4

38 九州 今村　佳里奈 ｲﾏﾑﾗ  ｶﾘﾅ 宮崎 4

39 九州 杉田　真彩 ｽｷﾞﾀ  ﾏｱﾔ 宮崎 4

40 地元 水野　涼香 ﾐｽﾞﾉ　ﾘｮｳｶ 十勝 4



５年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 内河　由貴 ｳﾁｶﾜ  ﾕｷ 北海道 5

2 北海道 品田　真琴 ｼﾅﾀﾞ  ﾏｺﾄ 北海道 5

3 北海道 長谷川　果凛 ﾊｾｶﾞﾜ  ｶﾘﾝ 北海道 5

4 北海道 尾岸　莉弥 ｵｷﾞｼ  ﾘﾔ 北海道 5

5 東北 佐藤　心春 ｻﾄｳ  ｺﾊﾙ 福島 5

6 東北 八鍬　美桜里 ﾔｸﾜ  ﾐｵﾘ 山形 5

7 東北 西原　明 ﾆｼﾊﾗ  ﾒｲ 岩手 5

8 東北 金崎　ななせ ｶﾈｻﾞｷ  ﾅﾅｾ 青森 5

9 関東 小林　神楽 ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｸﾞﾗ 栃木 5

10 関東 猪熊　愛心 ｲﾉｸﾏ  ｱﾐ 栃木 5

11 関東 星田　蘭美 ﾎｼﾀﾞ  ﾗﾐ 神奈川 5

12 関東 森　楓 ﾓﾘ  ｶｴﾃﾞ 千葉 5

13 関東 川辺　凪紗 ｶﾜﾍﾞ  ﾅｷﾞｻ 千葉 5

14 関東 鈴木　咲子 ｽｽﾞｷ  ﾆｺ 神奈川 5

15 北信越 小川　光優 ｵｶﾞﾜ  ﾐﾕ 長野 5

16 北信越 田中　陽奈 ﾀﾅｶ 　ﾋﾅ 新潟 5

17 北信越 津田　心花 ﾂﾀﾞ  ﾐﾊﾅ 富山 5

18 北信越 須崎　歩渚 ｽｻﾞｷ  ｱﾕﾅ 石川 5

19 東海 小林　靖奈 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾅ 愛知 5

20 東海 清川　心花 ｷﾖｶﾜ  ｺﾉｶ 三重 5

21 東海 岩田　杏珠 ｲﾜﾀ  ｱﾝｼﾞｭ 岐阜 5

22 東海 近藤　舞桜 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｵ 静岡 5

23 近畿 田村　晶華 ﾀﾑﾗ　ｼｮｳｶ 大阪 5

24 近畿 北村　結月 ｷﾀﾑﾗ　ﾕﾂﾞｷ 大阪 5

25 近畿 佐光　愛羽 ｻｺｳ  ｱﾛﾊ 大阪 5

26 近畿 足立　琴春 ｱﾀﾞﾁ  ｺﾄﾊ 奈良 5

27 中国 佐伯　茉咲愛 ｻｲｷ  ﾏｷｱ 広島 5

28 中国 福永　陽向 ﾌｸﾅｶﾞ  ﾋﾅﾀ 山口 5

29 中国 中司　瑞姫 ﾅｶﾂｶ  ﾐｽﾞｷ 山口 5

30 中国 近藤　陽菜 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋﾅ 岡山 5

31 四国 河田　梨涼 ｶﾜﾀﾞ  ﾘｽﾞ 香川 5

32 四国 前川　侑舞 ﾏｴｶﾞﾜ  ﾕﾏ 徳島 5

33 四国 印藤　苺亜 ｲﾝﾄﾞｳ  ﾓｱ 高知 5

34 四国 保科　天希 ﾎｼﾅ  ｱﾏﾈ 愛媛 5

35 九州 門畑　杏 ｶﾄﾞﾊﾀ  ｱﾝ 福岡 5

36 九州 月成　唯華 ﾂｷﾅﾘ  ﾕｲｶ 福岡 5

37 九州 綱崎　眞 ﾂﾅｻｷ  ﾏｵ 長崎 5

38 九州 徳光　絆心 ﾄｸﾐﾂ  ﾊﾝﾅ 大分 5

39 九州 岡留　玲心 ｵｶﾄﾞﾒ  ﾚﾐ 鹿児島 5

40 九州 金城　凛 ｷﾝｼﾞｮｳ  ﾘﾝ 鹿児島 5

41 地元 北　こなつ ｷﾀ　ｺﾅﾂ 十勝 5



６年女子個人組手

NO 地区 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 学年

1 北海道 寺田　凛 ﾃﾗﾀﾞ  ﾘﾝ 北海道 6

2 北海道 水品　陽菜 ﾐｽﾞｼﾅ  ﾋﾅ 北海道 6

3 北海道 飯島　陽愛 ｲｲｼﾞﾏ  ﾋﾖﾘ 北海道 6

4 北海道 茂木　心春 ﾓｷﾞ  ｺﾊﾙ 北海道 6

5 東北 尾形　羽純 ｵｶﾞﾀﾞ  ﾊｽﾞ 宮城 6

6 東北 今野　彩織 ｺﾝﾉ  ｻｵﾘ 宮城 6

7 東北 阿部　莉凡 ｱﾍﾞ  ﾘﾎﾞﾝ 宮城 6

8 東北 佐藤　ののか ｻﾄｳ  ﾉﾉｶ 福島 6

9 関東 野中　里桜 ﾉﾅｶ  ﾘｵ 東京 6

10 関東 大滝　姫来 ｵｵﾀｷ  ﾋﾖﾘ 東京 6

11 関東 末廣　瑛菜 ｽｴﾋﾛ  ｴﾅ 東京 6

12 関東 高部　雪舞 ﾀｶﾍﾞ  ﾕﾏ 山梨 6

13 関東 橘　玲那 ﾀﾁﾊﾞﾅ  ﾚﾅ 神奈川 6

14 関東 中山　楓 ﾅｶﾔﾏ  ｶｴﾃﾞ 茨城 6

15 北信越 金森　真奈 ｶﾅﾓﾘ  ﾏﾅ 長野 6

16 北信越 中沢　璃乃杏 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾘﾉｱ 長野 6

17 北信越 保科　心音 ﾎｼﾅ  ｺｺﾈ 富山 6

18 東海 佐藤　あずみ ｻﾄｳ  ｱｽﾞﾐ 愛知 6

19 東海 山口　真央 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏｵ 三重 6

20 東海 臼井　瑠稀愛 ｳｽｲ  ﾙｷｱ 岐阜 6

21 東海 橋本　星奈 ﾊｼﾓﾄ  ｾﾅ 静岡 6

22 近畿 平山　桜 ﾋﾗﾔﾏ　ｻｸﾗ 滋賀 6

23 近畿 木戸　藍子 ｷﾄﾞ  ｱｲｺ 大阪 6

24 近畿 辻野　楓佳 ﾂｼﾞﾉ  ﾌｳｶ 大阪 6

25 近畿 平山　倖愛 ﾋﾗﾔﾏ  ｺｱ 大阪 6

26 中国 矢野　　光 ﾔﾉ  ﾋｶﾘ 広島 6

27 中国 井上　栞那 ｲﾉｳｴ  ｶﾝﾅ 広島 6

28 中国 田中　友俐子 ﾀﾅｶ  ﾕﾘｺ 鳥取 6

29 中国 安本　りん ﾔｽﾓﾄ  ﾘﾝ 鳥取 6

30 四国 大森　海里 ｵｵﾓﾘ  ｶｲﾘ 香川 6

31 四国 郡　鈴乃 ｺｵﾘ  ｽｽﾞﾉ 徳島 6

32 四国 川崎　心菜 ｶﾜｻｷ  ｺｺﾅ 高知 6

33 四国 豊田　愛留 ﾄﾖﾀﾞ  ﾒﾙ 愛媛 6

34 九州 古賀　莞那 ｺｶﾞ  ｶﾝﾅ 福岡 6

35 九州 佐藤　未菜美 ｻﾄｳ  ﾐﾅﾐ 熊本 6

36 九州 牧野　瑞葵 ﾏｷﾉ  ﾐｽﾞｷ 宮崎 6

37 九州 丸吉　芽生 ﾏﾙﾖｼ  ﾒｲ 大分 6

38 九州 佐藤　凛子 ｻﾄｳ  ﾘｺ 大分 6

39 九州 奥村　真央 ｵｸﾑﾗ  ﾏｵ 佐賀 6

40 地元 大川　愛惺 ｵｵｶﾜ　ｱｲｻ 十勝 6


