
団 体 戦 対 戦 表

優勝（八川剣道Ａ）・２位（安来剣道Ａ）・３位（中部剣道Ａ）・（八川剣道Ｂ）

安来剣道スポーツ少年団Ａ (1)

揖屋少年剣道会Ａ (2) 9

1

朝酌剣道会 (3)
17

仁多少年剣道クラブＢ (4)
2

チーム 金太郎 (5)
10

意東スポーツ少年団 (6)
21

荒島剣道スポーツ少年団 (7)

広瀬少年剣士会Ａ (8) 11

3

中部剣道スポーツ少年団Ｂ (9)
18

八川剣道スポーツ少年団Ｂ (10)
4

法吉少年剣道会Ａ (11) 12

比田少年剣士会 (12)
23 優 勝

伯太剣道教室 (13)

横田小学校剣道スポーツ少年団 (14) 13

5

鳥上剣道スポーツ少年団 (15)
19

安来剣道スポーツ少年団Ｂ (16)
6

中部剣道スポーツ少年団Ａ (17) 14

法吉少年剣道会Ｂ (18)
22

仁多少年剣道クラブＡ (19)

広瀬少年剣士会Ｂ (20) 15

7

揖屋少年剣道会Ｂ (21)
20

安来剣道スポーツ少年団Ｃ　 (22)
8

馬木少年剣道クラブ (23) 16

八川剣道スポーツ少年団Ａ (24)



個人戦 男子 ３年生以下の部 (1)

優勝 福田俊幸（安来）・２位 福田伊織（法吉）・３位 田中 仁（安来）・塚本理玖（法吉）

増野 健太郎 (意東) (1)

12
高松 優斗 (仁多) (2)

1

青木 椋佑 (馬木) (3)
20

中村 翔喜 (中部) (4)
2

福田 俊幸 (安来) (5)
13

松村 遙平 (鳥上) (6)
3

西村 純太 (法吉) (7) 24

祖田 典明 (広瀬) (8)

14
三澤 紘樹 (仁多) (9)

4

高橋 誉親 (八川) (10)
21

部田 侑吾 (横田) (11)
5

國光 晴人 (安来) (12)
15

西村 英孝 (伯太) (13)
6 26 決勝

佐藤 大翼 (仁多) (14)

須山 隼行 ( 南 ) (15)

16
内田 陸斗 (仁多) (16)

7

石原 向日葵 (法吉) (17)

小室 和人 (意東) (18) 22

8

小川 遙翔 (鳥上) (19)
17

三好 涼介 (横田) (20)
9

森山 耀大 (仁多) (21) 25

江角 翔太 (中部) (22)

18
田中 仁 (安来) (23)

10

塚本 祐海 (法吉) (24)
23

井上 息吹 (仁多) (25)
11

岩田 剛知 (荒島) (26)
19

嵐谷 将大 (鳥上) (27)



個人戦 男子 ３年生以下の部 (2)

優勝 福田俊幸（安来）・２位 福田伊織（法吉）・３位 田中 仁（安来）・塚本理玖（法吉）

(28) （横田） 中西 航太

11
(29) （仁多） 勝部 俊輔

1

(30) （意東） 津森 翔空
19

(31) （法吉） 福田 伊織
2

12 (32) （安来） 実重 奏映

(33) （鳥上） 佐伯 郁海
23

(34) （広瀬） 足立 倖大
3

(35) （仁多） 堀江 竜馬
13

(36) （八川） 高橋 澄世
4

20 (37) （中部） 代 楓舞

(38) （安来） 杉村 建樹
5

14 (39) （西野） 前 陸斗

(40) （仁多） 加藤 航
決勝 25

(41) （揖屋） 伊藤 清明

15 (42) （法吉） 塚本 理玖
6

(43) （仁多） 藤原 拓美
21

(44) （鳥上） 嵐谷 勇大
7

(45) ( 南 ) 早川 　篤

16
(46) （安来） 和田 健太郎

8

24 (47) （城東） 杉原 渓心

(48) （鳥上） 高橋 健太郎

17 (49) （仁多） 三澤 尚史
9

(50) （中部） 齋藤 凌人
22

(51) （安来） 藤原 拓巳
10

18 (52) （仁多） 田部 俊喜

(53) （広瀬） 田邊 康大



個人戦 男子 ４年生の部

優勝 江戸彰吾（安来）・２位 引野亜友夢（法吉）・３位 名原 幹（法吉）・増成圭吾（八川）

益成 圭悟 （八川） (1)

加藤 航大 （中部） (2) 10

1

細田 海斗 （ 南 ） (3)
18

藤原 宏理 （仁多） (4)
2

中原 颯一 （法吉） (5) 11

安部 雅人 （鳥上） (6)
22

渡部 和輝 （横田） (7)

須山 皓斗 （ 南 ） (8) 12

3

實重 公洋 （荒島） (9)
19

松﨑 将汰 （八川） (10)
4

引野 亜友夢 （法吉） (11) 13

三原 颯太 （揖屋） (12)
24 優 勝

名原 幹 （法吉） (13)

小田 柚貴 （中部） (14) 14

5

細木 瑞希 （横田） (15)
20

藤田 健吾 （仁多） (16)
6

山崎 唯翔 （揖屋） (17)
15

大塚 伊織 （ 南 ） (18)
7

杉原 　昂 （城東） (19)
23

古澤 佐介 （比田） (20)

勝部 徹也 （中部） (21) 16

8

糸原 佳汰 （八川） (22)
21

福田 展大 （法吉） (23)
9

足立 貴典 （横田） (24) 17

江戸 彰吾 （安来） (25)



個人戦 男子 ５年生の部

優勝 山根泰地（中部）・２位 佐藤 基（仁多）・３位 石原勇希（安来）・足立大茂（中部）

石田 佑也 （八川） (1)
1

渡部 健人 （揖屋） (2)
17

佐藤 　基 （仁多） (3)
2

越野 壮太 （意東） (4)
25

前 友貴 （西野） (5)
3

今田 拓実 （安来） (6)
18

山崎 堅登 （中部） (7)
4

佐藤 兼維 （揖屋） (8) 29

足立 大茂 （中部） (9)
5

澤田 大樹 （揖屋） (10)
19

野津 朋矩 （広瀬） (11)
6

石川 　魁 （安来） (12)
26

伊藤 太一 （意東） (13)
7

糸賀 大輝 （仁多） (14)
20

横山 広隆 （比田） (15)
8

和田守 創太 （中部） (16)
31 優 勝

門脇 蒼真 （伯太） (17)
9

若林 　宙 （揖屋） (18)
21

石原 勇希 （安来） (19)
10

祖田 敏明 （広瀬） (20)
27

高橋 誉都 （八川） (21)
11

増野 紀一郎 （意東） (22)
22

加藤 憭太 （仁多） (23)
12

前田 大貴 （安来） (24)
30

岩田 祐樹 （城東） (25)
13

山根 泰地 （中部） (26)
23

菅田 龍二 （揖屋） (27)
14

国光 大樹 （安来） (28)
28

森脇 悠 （広瀬） (29)
15

山田 英悟 （横田） (30)
24

岩田 真知 （荒島） (31)
16

佐伯 啓斗 （鳥上） (32)



個人戦 男子 ６年生の部

優勝 鳥谷蓮太郎（八川）・２位 石橋拓実（八川）・３位 松﨑俊汰（八川）・林 亮太（安来）

南場 裕太 （法吉） (1)
6

青木 壱政 （横田） (2)

大久佐 恵幸 （ 南 ） (3) 14

1

江角 京介 （中部） (4) 7

松﨑 俊汰 （八川） (5)
18

藤原 大河 （比田） (6)

岸本 将之 （揖屋） (7) 8

2

佐伯 聡一郎 （安来） (8) 15

鳥谷 蓮太郎 （八川） (9)
9

杉原 晴哉 （広瀬） (10)
20 優勝

大塚 雄太 （八川） (11)

長谷川 慎平 （揖屋） (12) 10

3

渡部 琢磨 （安来） (13)
16

青木 柊真 （馬木） (14)
4

溝口 智也 （揖屋） (15) 11

林 亮太 （安来） (16) 19

田邊 優磨 （揖屋） (17)

岩田 優人 （広瀬） (18) 12

5

廣原 輝秋 （横田） (19) 17

松尾 飛々稀 （法吉） (20)
13

石橋 拓実 （八川） (21)



個人戦 女子 ４年生以下の部

優勝 垣田 綾（中部）・２位 遠藤さなえ（安来）・３位 石橋早紀（八川）・廣原あかり（横田）

石橋 早紀 （八川） (1)

小川 　奏 （鳥上） (2) 14

1
足立 彩夏 （横田） (3)

藤崎 亜美 （馬木） (4) 22
2

小鹿 あづみ （伯太） (5)
15

中村 萌奈 （法吉） (6)
3

藤原 心笑 （比田） (7)
26

三澤 瑞樹 （仁多） (8)
4

松村 優花 （鳥上） (9)
16

西村 歩莉 （法吉） (10)
5

梅木 帆乃香 （馬木） (11)
23

木山 碧唯 （安来） (12)
6

河角 凛花 （八川） (13) 17

垣田 綾 （中部） (14)
28 優勝

遠藤 さなえ （安来） (15)
7

才木 果歩 （馬木） (16)
18

藤原 愛香 （八川） (17)
8

實重 聡音 （荒島） (18)
24

内田 優奈 （仁多） (19)
9

渡部 蓉子 （横田） (20)
19

深田 早紀 （揖屋） (21)
10

池田 晴香 （法吉） (22)
27

永沼 　苗 （仁多） (23)
11

実重 美紅 （安来） (24)
20

船津 佳菜 （馬木） (25)
12

廣原 あかり （横田） (26) 25

松川 結菜 （八川） (27)
13

前田 弥音 （伯太） (28) 21

中尾 有利沙 （馬木） (29)



個人戦 女子 ５・６年生の部

優勝 益成亜美（八川）・２位 重親美月（鳥上）・３位 原 奏子（伯太）・川井祥子（比田）

井塚 千晶 （伯太） (1)

2

堀江 玲那 （八川） (2)

10

大石 美咲 （揖屋） (3)

3

重親 美月 （鳥上） (4)

14

堀尾 京香 （八川） (5)

4

川井 祥子 （比田） (6)

11

才木 彩 （馬木） (7)

5

加藤 彩能 （荒島） (8)

16 優勝
原 　奏子 （伯太） (9)

6

永沼 　幸 （仁多）(10)

堀尾 佑香 （八川）(11) 12

1

實重 舞音 （荒島）(12) 7

前田 結希乃 （伯太）(13)

15

中西 百香 （横田）(14)

8

松谷 　依 （揖屋）(15)

13

鴨木 悠 （荒島）(16)

9

益成 亜美 （八川）(17)


