
No. 所属 ⽒名 学年 武階 ⽒名 学年 武階 県名 備考
1 常磐 荒⾦ 美⽻ ３年 初段 原⽥ 雪乃 ３年 初段 福岡
2 武雄 古賀 ⽂奈 ３年 初段 佐藤 彩⾳ ３年 初段 佐賀
3 武雄 ⽑利 ⼩梅 ２年 １級 真﨑 萌々⼦ １年 初段 佐賀
4 ルーテル学院 森⽥ みゆ ２年 ６級 ⼭⽥ ⼩桃 ２年 ６級 熊本
5 御船 増⽥ 真理⼦ ３年 ６級 塚本 真⼰ ３年 ６級 熊本
6 武雄 溝⼝ 藍 ３年 初段 宮原 希美 ３年 初段 佐賀
7 常磐 森本 玲奈 １年 ⼆段 ⼭本 夢⽻ １年 初段 福岡
8 ルーテル学院 桂⽊ 春名 ２年 ５級 中原 妃奈⼦ ２年 ５級 熊本

No. 所属 ⽒名 学年 武階 ⽒名 学年 武階 県名 備考
1 三池 式 潤成 ３年 ⼆段 ⼭⼝ 琳汰朗 ２年 初段 福岡
2 武雄 髙野 凌⽣ ３年 三段 福⽥ 昴⽣ ３年 初段 佐賀
3 ルーテル学院 ⻄川 恭平 ３年 ⼆段 堀⼝ 詠冬 １年 初段 熊本
4 ルーテル学院 猪飼 栞汰 ２年 ５級 北⾥ 七星 ２年 ５級 熊本
5 常磐 梅⽥ ⼤次郎 ２年 ⼆段 村上 寛征 ２年 １級 福岡
6 真和 松崎 亨星 ２年 ⼆段 中島 颯梧 ２年 ⼆段 熊本
7 武雄 ⾕⼝ 雄⼀ ２年 １級 福島 博⼈ １年 ⼆段 佐賀

No. 所属 県名 備考
1 ルーテル学院 橋本 光優 桂⽊ 春名 中原 妃奈⼦ 森⽥ みゆ ⼭⽥ ⼩桃 織⽥ 夢 熊本

古賀 ⽂奈 佐藤 彩⾳ 溝⼝ 藍 宮原 希美 鈴⼭ 愛玲 平川 晴菜
⽑利 ⼩梅 真﨑 萌々⼦
荒⾦ 美⽻ 原⽥ 雪乃 森本 玲奈 ⼭本 夢⽻ 川本 ⼼咲 ⿇⽣ みゆき
⽯井 陽毬

No. 所属 県名 備考
1 武雄 髙野 凌⽣ 福⽥ 昴⽣ 岩永 拓真 ⾕⼝ 雄⼀ 福島 博⼈ 江⼝ 慶 佐賀
2 ルーテル学院 森本 勇⼰ ⻄川 恭平 猪飼 栞汰 北⾥ 七星 ⽥中 麗珠 堀⼝ 詠冬 熊本

⼥⼦団体の部
出場者名簿（演武順）

男⼦団体の部
出場者名簿（演武順）

選⼿⽒名

選⼿⽒名

武雄 佐賀2

常磐 福岡

⼥⼦組演武の部
出場者名簿（競技Ⅱ演武順）競技Ⅰについては逆になります。

男⼦組演武の部
出場者名簿（競技Ⅱ演武順）競技Ⅰについては逆になります。
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No. 所属 ⽒名 学年 武階 ⽒名 学年 武階 県名 備考
A1 玖珠美⼭ ⼩野 優花 ２年 初段 ⼤分
A2 福岡講倫館 ⻄ 実和⼦ ２年 ⼆段 福岡
A3 朝倉東 熊本 あい ３年 ⼆段 福岡
A4 ルーテル学院 橋本 光優 ３年 １級 熊本
A5 神村 真﨑 菜々⼦ ３年 ⼆段 佐賀
A6 武雄 平川 晴菜 ３年 初段 佐賀
B1 御船 緒⽅ 友⾥可 ３年 ⼆段 熊本
B2 佐世保東翔 前尾 咲良 １年 初段 ⻑崎
B3 久留⽶信愛 杉⼭ 琴美 １年 初段 福岡
B4 朝倉東 花⽥ 裕紀⼦ ３年 初段 福岡
B5 武雄 鈴⼭ 愛玲 ３年 初段 佐賀

No. 所属 ⽒名 学年 武階 ⽒名 学年 武階 県名 備考
A1 ⿅児島城⻄ 肥後 真綸 ３年 初段 ⿅児島
A2 佐伯豊南 藤原 天 １年 初段 ⼤分
A3 玖珠美⼭ 向井 勇登 ２年 三段 ⼤分
A4 鶴丸 ⽩坂 優太 １年 ⼆段 ⿅児島
A5 朝倉 杉⼭ 奏太 ２年 ⼆段 福岡
A6 鶴丸 新名主 朋哉 ３年 初段 ⿅児島
A7 有⽥⼯ 梶⼭ 翔太郎 ３年 三段 佐賀
A8 希望が丘 秋永 崇⼼ ２年 ⼆段 福岡
A9 ルーテル学院 ⽥中 麗珠 ２年 初段 熊本
A10 ⼤津 下川 耀⽣ １年 初段 熊本
B1 武雄 江⼝ 慶 １年 ⼆段 佐賀
B2 ルーテル学院 森本 勇⼰ ３年 三段 熊本
B3 鎮⻄ 杉本 俊輔 １年 ⼆段 熊本
B4 玖珠美⼭ 坂本 結⾳ ２年 初段 ⼤分
B5 博多⼯業 相良 浩太 ２年 ⼆段 福岡
B6 ⿅児島商業 樋⼝ 陽⼟ １年 ⼆段 ⿅児島
B7 北陵 加藤 翔⼤ ３年 三段 佐賀
B8 佐世保南 種本 依織 ３年 ⼆段 ⻑崎
B9 武蔵台 梅﨑 璃玖 ３年 ⼆段 福岡

出場者名簿（予選演武順）

⼥⼦単独演武の部
出場者名簿（予選演武順）

男⼦単独演武の部


