
単独演武
№ 種　　目 県名 学校名 氏　　名 フリガナ 資格 順位

1 女子規定 宮崎 宮崎県立延岡工業高校 松田 萌愛 マツダ　モエ ６級 1
2 女子規定 宮崎 宮崎県立延岡工業高校 銀島 朱李 ギンシマ アカリ ６級 2
3 女子規定 福岡 常磐高校 豊浦亜梨寿 トヨウラアリス 見習 3
5 女子規定 大分 大分県立玖珠美山高校 溝口 綺乃 ミゾグチ アヤノ 見習 4
4 女子規定 大分 大分県立玖珠美山高校 甲斐 佳奈 カイ カナ ４級 5

10 女子自由 福岡 福岡県立香椎高校 柴田 史佳 シバタ フミカ 三段 1
2 女子自由 福岡 福岡県立朝倉東高校 高武 果南 コウタケ カナン 初段 2
7 女子自由 佐賀 佐賀県立武雄高校 草場 志穂 クサバ シホ 初段 3
5 女子自由 大分 大分県立玖珠美山高校 陶山 茜 スヤマ アカネ 二段 4
6 女子自由 熊本 熊本県立大津高校 平田 真弓 ヒラタ マユミ 初段 5
9 女子自由 大分 大分県立臼杵高校 藤丸 沙加 フジマル　サヤカ 二段 6
3 女子自由 宮崎 都城高校 海老原紫月 エビハラ　シヅク 二段 7
5 男子自由 佐賀 北陵高校 福島 隆太 フクシマ リュウタ 二段 1

13 男子自由 佐賀 佐賀県立有田工業高校 山下 翔平 ヤマシタ ショウヘイ 二段 2
11 男子自由 福岡 久留米学園高校 藤崎 勇汰 フジサキ　ハヤタ 初段 3
3 男子自由 宮崎 宮崎県立都城工業高校 多田翔一朗 タダショウイチロウ 三段 4

14 男子自由 熊本 熊本マリスト学園高校 本田 大貴 ホンダ ダイキ 二段 5
7 男子自由 宮崎 宮崎県立都城工業高校 徳留壮一郎 トクドメソウイチロウ 初段 6
4 男子自由 福岡 福岡県立浮羽工業高校 熊本 拓真 クマモト タクマ 初段 7
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自由組演武結果
種　　目 県名 学校名 氏　　名 フリガナ 氏　　名 フリガナ 順位
女子自由 佐賀 佐賀県立武雄高校 立部 穂波 タチベ ホナミ 森 結里花 モリ　ユリカ 1
女子自由 福岡 常磐高校 浦壁 ゆり ウラカベ ユリ 横山 万由 ヨコヤマ マユ 2
女子自由 佐賀 佐賀県立武雄高校 山口 鈴葉 ヤマグチ スズハ 下川 真凛 シモカワ マリン 3
女子自由 長崎 長崎玉成高校 毛利 百伽 モウリ モモカ 毛利 有冴 モウリ アリサ 4
女子自由 宮崎 宮崎県立延岡工業高校 甲斐 聖望 カイサトミ 甲斐 鈴華 カイ リンカ 5
女子自由 宮崎 宮崎県立延岡工業高校 甲斐 泉咲 カイミサキ 日高 奈央 ヒダカ ナオ 6
女子自由 大分 大分県立安心院高校 久井田 笑観 クイダ　エミル 松木 倫乃 マツキ リンノ 7
女子自由 福岡 常磐高校 後藤 瑞貴 ゴトウ ミズキ 野田 あかね ノダ アカネ
男子自由 佐賀 佐賀県立武雄高校 中尾 真徳 ナカオ　マサナリ 木寺 悠太 キデラ ユウタ 1
男子自由 宮崎 宮崎県立都城工業高校 池田 勇人 イケダ ハヤト 脇屋 直人 ワキヤ ナオト 2
男子自由 福岡 常磐高校 中富 祐里 ナカトミ ユウリ 小佐井 祐太 コサイ ユウタ 3
男子自由 宮崎 宮崎県立都城工業高校 竹松 海輝 タケマツ カイキ 福永 壮珂咲 フクナガ　ツカサ 4
男子自由 佐賀 佐賀県立武雄高校 杉山 恵斗 スギヤマ ケイト 武富 翼 タケドミ ツバサ 4
男子自由 福岡 福岡県立朝倉高校 宮原 陽 ミヤハラ アキラ 宮原 栄滋 ミヤハラ エイジ 4
男子自由 長崎 長崎県立佐世保工業高校 藤田 蓮 フジタ レン 浦 琳太郎 ウラ リンタロウ 7
男子自由 熊本 熊本県立大津高校 下川 峻祐 シモカワ シュンスケ 山本 凌雅 ヤマモト リョウガ 8
男子自由 熊本 熊本県立大津高校 宇田 佑希 ウダ ユウキ 藤川 総志 フジカワ ソウシ 8
男子自由 長崎 長崎県立佐世保工業高校 村島 杏路 ムラシマ アンジ 永淵 帆貴　 ナガブチ　ホダカ 9
男子自由 鹿児島 鹿児島県立鹿屋工業高校 寺村 太希 テラムラ タイキ 前東 佳道 マエヒガシ　ヨシツネ 10
男子自由 鹿児島 鹿児島県立伊集院高校 有村 隼人 アリムラ ハヤト 弓削 勇人 ユゲ ユウト 11
男子自由 大分 大分県立佐伯鶴城高校 赤峰 裕司 アカミネ ユウジ 黒田 涼介 クロダ リョウスケ 12



団体演武入力
№ 種　　目県名 学校名 順位

2 女子 佐賀 佐賀県立武雄高校 1
4 女子 福岡 常磐高校 2
1 女子 宮崎 宮崎県立延岡工業高校 3
3 女子 大分 大分県立玖珠美山高校 4
4 男子 福岡 常磐高校 1
2 男子 宮崎 宮崎県立都城工業高校 2
3 男子 佐賀 佐賀県立武雄高校 3
1 男子 熊本 熊本県立大津高校 4


