
中島　康太 西町剣友会 34

36

阪口　貴志 真津山少年剣道会 35

18 田中　偉喜 舘浦剣道 中尾　尊仁

17 河原　崇仁 志道館光永道場

波佐見礼心館

有明剣道振興会 32

15 西　慶人 佐々少年剣道部 出口　慧 舘浦剣道

14 一瀬　匠邦 西町剣友会 太田　梓葉

33

平山　虎徹 佐々少年剣道部 30

13 松田　奏志郎 波佐見礼心館 平古場　真央 長崎東剣聖会 31

真崎少年剣道会 28

11 大畑　磨歩 江迎少年剣道 西野　希萌 江迎少年剣道

10 川崎　凛 長崎東剣聖会 馬場　麻央

29

12 牧島　光希 真崎少年剣道会

有明剣道振興会 26

9 梅原　幹太 真津山少年剣道会 濱田　祐輔 波佐見礼心館 27

林田　悠花

舘浦剣道 24

7 前田　知輝 佐々少年剣道部 南　瑛汰郎 真津山少年剣道会

6 松尾　旭隼 西町剣友会 吉江　春翔

25

長崎東剣聖会 22

5 三根　愛梨 真崎少年剣道会 山崎　昂亮 志道館光永道場 23

4 林田　美凜 長崎東剣聖会 東谷　汰陸

佐々少年剣道部 19

真崎少年剣道会 20

3 橋本　倖太朗 江迎少年剣道 田渕　心喜 生月剣道

2 大浦　陽斗 生月剣道 酒井　崚伍

21

岡　遼海

優　勝：平山　虎徹（佐々少年剣道部）

準優勝：田中　偉喜（舘浦剣道）

第３位：濱田　祐輔（波佐見礼心館）

　　　　大浦　陽斗（生月剣道）

交流大会　男女混合・小学１～３年の部

1 林田　暁 有明剣道振興会

8 橋口　勇信 舘浦剣道

16 山口　歩美 真津山少年剣道会



22

沖升　雅種 西町剣友会 23

有明剣道振興会 21

大楠　翔真 小長井少年剣道

9 田代　祥平 真崎少年剣道会 中尾　善仁

松尾　陽太 長崎東剣聖会 19

10 古賀　竜稀 長崎東剣聖会 酒井　響

波佐見礼心館 20

真津山少年剣道会 17

7 石橋　和樹 舘浦剣道 田口　怜聖 生月剣道

6 松本　真 志道館光永道場 大久保　健吾

18

橋上　諒 舘浦剣道 15

5 古川　陽三 真津山少年剣道会 林田　嵩良 有明剣道振興会 16

福田　直輝 波佐見礼心館 12

長崎東剣聖会 13

3 浜田　優人 波佐見礼心館 山本　海利 生月剣道

2 三田村　貫嗣 長崎東剣聖会 東　准暉

14

優　勝：酒井　響（有明剣道振興会）

準優勝：酒井　樹（有明剣道振興会）

第３位：橋上　諒（舘浦剣道）

　　　　松本　真（志道館光永道場）

交流大会　男子・小学４年の部

1 田中　悠盛 生月剣道

4 酒井　樹 有明剣道振興会

8 中尾　蓮太朗 波佐見礼心館

11 木田　圭祐 有明剣道振興会



真津山少年剣道会 21

11 大畑　友義 江迎少年剣道

嘉村　晴大10 小野田　泰成 長崎東剣聖会

松田　和貴 波佐見礼心館 209 田中　敬梧 真津山少年剣道会

8 木津　大翔 真崎少年剣道会 中島　健翔 西町剣友会 19

17

7 池田　竜盛 生月剣道 田中　碧 佐々少年剣道部 18

海野　日々輝6 西　巧真 佐々少年剣道部 長崎東剣聖会

5 守屋　伊織 真津山少年剣道会

4 大山　叶夢

3 吉田　至生

佐々少年剣道部 15

1 古賀　舜 小長井少年剣道

2 平古場　翔大

水田　大志 江迎少年剣道

優　勝：馬場　高志（真崎少年剣道会）

準優勝：守屋　伊織（真津山少年剣道会）

第３位：嘉村　晴大（真津山少年剣道会）

　　　　大畑　友義（江迎少年剣道）

真津山少年剣道会 12

長崎東剣聖会

交流大会　男子・小学５年の部

松山　瑞生

佐々少年剣道部 13

有明剣道振興会 三田村　昇龍 長崎東剣聖会 14

前田　晃佑

馬場　高志 真崎少年剣道会 16



13

7 三田村　源太 長崎東剣聖会

松尾　遥飛6 大浦　煌生 江迎少年剣道

125 朝長　駿 真津山少年剣道会

10

本村　凪

4 塚本　康生

3 手島　舞人

生月剣道 森田　竜乃介 佐々少年剣道部 11

2 荒井　知輝

田代　信一

1 福田　海翔 佐々少年剣道部 8

真津山少年剣道会

交流大会　男子・小学６年の部

桝屋　颯汰

西町剣友会 9

優　勝：三田村　源太（長崎東剣聖会）

準優勝：岩永　拓大（真津山少年剣道会）

第３位：手島　舞人（西町剣友会）

　　　　本村　凪（西町剣友会）

生月剣道

西町剣友会 真崎少年剣道会

岩永　拓大 真津山少年剣道会

西町剣友会



8

9

5 西村　理花 真津山少年剣道会

4 木下　彩花 佐々少年剣道部 出口　奈知

2 永田　璃紗

栗原　千夏3 進藤　璃子 真崎少年剣道会

1 平田　羽菜 波佐見礼心館 6

生月剣道

交流大会　女子・小学４年の部

黒﨑　みちる

真崎少年剣道会 7西山　朱莉

優　勝：永田　璃紗（生月剣道）

準優勝：西山　朱莉（真崎少年剣道会）

第３位：西村　理花（真津山少年剣道会）

　　　　出口　奈知（舘浦剣道）

波佐見礼心館

舘浦剣道

有明剣道振興会



5 田中　亜実 生月剣道

4 野口　陽心花 真崎少年剣道会

交流大会　女子・小学５年の部

交流大会　女子・小学６年の部

1 田渕　結羽 生月剣道

2 田中　陽菜 真崎少年剣道会

3 小屋松　楓 江迎少年剣道

2 井元　裕子 生月剣道

1 末永　菜々美 生月剣道

4 吉田　七星 生月剣道

3 徳永　冴南 有明剣道振興会

準優勝：田中　亜実（生月剣道）

優　勝：小屋松　楓（江迎少年剣道）

優　勝：杉本　向日葵（真崎少年剣道会）

7 北浦　成美 有明剣道振興会

6 永田　あかり 生月剣道

5 杉本　向日葵 真崎少年剣道会

準優勝：末永　菜々美（生月剣道）

第３位：北浦　成美（有明剣道振興会）

　　　　井元　裕子（生月剣道）

　　　　野口　陽心花（真崎少年剣道会）

第３位：田渕　結羽（生月剣道）



大浦　怜斗 生月剣道 35

32

16 大浦　豪大 生月剣道 江嶌　佐矢斗 有明剣道振興会 33

17 陣内　勇輝 小長井少年剣道 原田　皐生 小長井少年剣道 34

優　勝：池田　丞士（真崎少年剣道会）

佐々少年剣道部 31

15 野口　侑作 志道館光永道場 松尾　昂輝 真津山少年剣道会

14 村山　大翔 真崎少年剣道会 西　晃希

13 松本　祥汰郎 江迎少年剣道 山開　智博 小長井少年剣道 30

畑際　拓 長崎東剣聖会 29

真崎少年剣道会 27

11 小林　優成 真津山少年剣道会 小屋松　翔 江迎少年剣道

10 相川　琉弥 長崎東剣聖会

池田　直央 佐々少年剣道部 25

宮﨑　蒼空

28

9 池田　丞士 真崎少年剣道会 西山　颯 真崎少年剣道会 26

真津山少年剣道会 23

7 守屋　光晟 真津山少年剣道会 吉田　成流 有明剣道振興会

6 古賀　彪斗 長崎東剣聖会 三木　皓一朗

24

遠藤　雅弥 小長井少年剣道 21

5 桝屋　翔 江迎少年剣道 河原　涼真 長崎東剣聖会 22

平田　聖 江迎少年剣道 18

真崎少年剣道会 19

3 吉岡　凛太郎 真津山少年剣道会 中山　敬心 佐々少年剣道部

2 近藤　智貴 生月剣道 山口　拓

20

準優勝：宮﨑　蒼空（真崎少年剣道会）

第３位：野口　侑作（志道館光永道場）

　　　　中山　敬心（佐々少年剣道部）

県予選会　個人戦・中学男子の部

1 川原　正剛 佐々少年剣道部

4 上﨑　大雅 小長井少年剣道

8 前田　旺駕 有明剣道振興会

12 松尾　怜武 佐々少年剣道部



優　勝：三田村　明海（長崎東剣聖会）

準優勝：石山　純花（舘浦剣道）

第３位：荒木　怜（有明剣道振興会）

　　　　吉永　凜（舘浦剣道）

小野田　咲良 長崎東剣聖会 有明剣道振興会 20

藤田　玲那 生月剣道 19

荒木　怜10

17

8 石川　采奈 生月剣道 大久保　未月 長崎東剣聖会 18

9 木田　明日香 有明剣道振興会

舘浦剣道 16

7 岩永　歩奈 真津山少年剣道会 桝屋　愛音 江迎少年剣道

江縫　舞美6 石山　純花 舘浦剣道

5 大畑　歩雅 江迎少年剣道

真津山少年剣道会 14

三田村　明海 長崎東剣聖会 15

舘浦剣道 立川　梨奈4 吉永　凜

3 宮崎　寧々 森川　紗那 志道館光永道場 13

吉江　未羽

真津山少年剣道会

1 田中　愛子 生月剣道

2 岩永　萌子

長崎東剣聖会 11

長崎東剣聖会

県予選会　個人戦・中学女子の部

粟田　乃愛

舘浦剣道 12



Aグループ

真崎少年 有明剣道 佐々少年 合計点 勝者数 本数 順位

真崎少年 ○３－４ ○１－２ 2 4 6 1

有明剣道 △２－２ ○３－６ 1 5 8 2

佐々少年 △１－０ △２－５ 0 3 5 3

Bグループ

波佐見 江迎少年 生月剣道 合計点 勝者数 本数 順位

波佐見 △０－０ △０－０ 0 0 0 3

江迎少年 ○１－２ △１－２ 1 2 4 2

生月剣道 ○３－５ ○２－５ 2 5 10 1

Cグループ

志道館 舘浦剣道 真津山 合計点 勝者数 本数 順位

志道館 ○４－６ ○３－６ 2 7 12 1

舘浦剣道 △１－１ □２－５ 0.5 3 6 2

真津山 △１－１ □２－５ 0.5 3 6 2

真崎少年 生月剣道 志道館 合計点 勝者数 本数 順位

真崎少年 ○２－３ □１－２ 1.5 3 5 2

生月剣道 △２－２ △１－１ 0 3 3 3

志道館 □１－２ ○２－３ 1.5 3 5 1

※○→勝ち（１点）　△→負け（０点）　□→引き分け（０．５点）

優　勝：志道館光永道場

準優勝：真崎少年剣道会

第３位：生月剣道

※代表戦により優勝は志道館

決勝リーグ(各リーグ１位が進出する)

県予選会　団体戦・小学生の部


