
男女混合　小学１～３年生の部

【交流大会】（個人戦）

末永　麗奈 舘浦剣道 18

2 山口　瑛仁 真津山少年剣道会 馬場　雪鶴

1 大浦　慶大 生月剣道

有明剣道振興会 19

3 一瀬　匠邦 西町剣友会 志方　こころ 波佐見礼心館 20

4 平山　さき 佐々少年剣道部 永田　莉菜 真崎少年剣道会 21

上野　晴菜 佐々少年剣道部 22

6 木津　凛花 真崎少年剣道会 熊本　契

5 林田　悠花 有明剣道振興会

長崎東剣聖会 23

7 大石　浬久 志道館光永道場 大浦　煌輝 生月剣道 24

8 袖﨑　凛太郎 長崎東剣聖会 松山　志生 真津山少年剣道会 25

出口　慧 舘浦剣道 26

10 大宅　穂香 佐々少年剣道部 河原　宏仁

9 辻　りえる 舘浦剣道

志道館光永道場 27

11 小野田　琉成 長崎東剣聖会 勝矢　紗代 真崎少年剣道会 28

32

12 櫻井　瑠唯 生月剣道
前田　直澄
※不戦敗

佐々少年剣道部 29

33

17 西野　希萌 江迎少年剣道

松尾　百時 真津山少年剣道会 30

14 太田　梓葉 有明剣道振興会 堀　颯花

13 阪口　寛志 真津山少年剣道会

有明剣道振興会 31

15 松下　晄大 真崎少年剣道会 東　嬉未加 長崎東剣聖会

16 橋口　勇信 舘浦剣道 大畑　磨歩 江迎少年剣道



【交流大会】（個人戦）

男女混合　小学４年生の部

真崎少年剣道会 21

11 前田　知輝 佐々少年剣道部

立石　俊輔 佐々少年剣道部 20

10 松田　奏志郎 波佐見礼心館

9 南　瑛汰郎 真津山少年剣道会

山崎　昂亮 志道館光永道場 19

野口　蒼心

8 中島　康太 西町剣友会

濱田　祐輔 波佐見礼心館 18

山口　歩美

7 牧島　光希 真崎少年剣道会

橋本　倖太朗 江迎少年剣道 16

6
江口　護
※不戦敗

佐々少年剣道部

5 三根　愛梨 真崎少年剣道会

真津山少年剣道会 17

舘浦剣道 12

4 松本　悠希 有明剣道振興会 前田　諭俐 真崎少年剣道会 15

佐々少年剣道部 13

3 田渕　心喜 生月剣道 梅原　幹太 真津山少年剣道会 14

大宅　春樺

1 西　慶人 佐々少年剣道部

2 酒井　崚伍 真崎少年剣道会

吉江　春翔
※不戦敗



【交流大会】（個人戦）

男女混合　小学５年生の部

有明剣道振興会 29

15 福田　直輝 波佐見礼心館

田口　晴基 真崎少年剣道会 28

14 橋上　諒 舘浦剣道 太田　瑛崇

13 西山　朱莉 真崎少年剣道会

沖升　雅種 西町剣友会 27

11
古川　陽三
※不戦敗

真津山少年剣道会 小林　歩嵩 真津山少年剣道会

東　准暉 長崎東剣聖会 24

10 浜田　優人 波佐見礼心館 黒﨑　みちる

9
古賀　竜稀
※不戦敗

長崎東剣聖会

波佐見礼心館 25

26

12 稲田　章剛 有明剣道振興会

8 田中　悠盛 生月剣道 田口　怜聖 生月剣道 23

7 林田　嵩良 有明剣道振興会 森田　晴己 佐々少年剣道部 22

三田村　貫嗣 長崎東剣聖会 20

6 永田　璃紗 生月剣道 進藤　璃子

5 新地　瑠衣 西町剣友会

真崎少年剣道会 21

4 田代　祥平 真崎少年剣道会 橋口　真奈美 舘浦剣道 19

3 西野　志 江迎少年剣道 中尾　蓮太朗 波佐見礼心館 18

酒井　樹 有明剣道振興会 16

2 中倉　巧 生月剣道 富山　啓聖

1 川野　桂人 波佐見礼心館

生月剣道 17



【交流大会】（個人戦）

男女混合　小学６年生の部

15

8 吉田　至生 有明剣道振興会 中島　健翔 西町剣友会 16

佐々少年剣道部 14

7 野口　陽心花 真崎少年剣道会
木津　大翔
※不戦敗

真崎少年剣道会

大畑　友義 江迎少年剣道 13

6 田中　碧 佐々少年剣道部 西　巧真

5 松山　瑞生 真津山少年剣道会

11

4 小屋松　楓 江迎少年剣道 三田村　昇龍 長崎東剣聖会 12

波佐見礼心館 10

3 田中　敬梧 真津山少年剣道会 前田　晃佑 佐々少年剣道部

松田　和貴

1 大宅　悠一朗 佐々少年剣道部

2 小野田　泰成 長崎東剣聖会

嘉村　晴大 真津山少年剣道会 9



【全国大会予選会】（個人戦）

男子　中学生の部

真崎少年剣道会 29

15 西野　尊 江迎少年剣道 小屋松　翔 江迎少年剣道

三田村　源太 長崎東剣聖会 28

14 山口　拓 真崎少年剣道会 宮﨑　蒼空

11 酒井　陸 有明剣道振興会 桝屋　颯汰 生月剣道

30

12 畑際　拓 長崎東剣聖会 三木　晧一朗 真津山少年剣道会 27

13 永吉　和馬 志道館光永道場

西　晃希 佐々少年剣道部 24

10 吉岡　凛太郎 真津山少年剣道会 隈部　昌良

9 大浦　怜斗 生月剣道

有明剣道振興会 25

26

8 松尾　怜武 佐々少年剣道部 江嶌　佐矢斗 有明剣道振興会 23

7 川原　正剛 佐々少年剣道部 森田　竜乃介 佐々少年剣道部 22

西山　楓 真崎少年剣道会 20

6 田口　皓基 真崎少年剣道会 川渕　照士郎

5 松本　祥汰郎 江迎少年剣道

生月剣道 21

4 前田　旺駕 有明剣道振興会 濵﨑　俊輔 生月剣道 19

3 池田　丞士 真崎少年剣道会 野口　侑作 志道館光永道場 18

井上　雅治 真津山少年剣道会 16

2 塚本　康生 生月剣道 長野　俊彦

1 河原　涼真 長崎東剣聖会

江迎少年剣道 17



22

大畑　歩雅 江迎少年剣道 23

【全国大会予選会】（個人戦）

女子　中学生の部

舘浦剣道 21

20

18

真津山少年剣道会 17

16

14

舘浦剣道 13

12

11 三田村　明海 長崎東剣聖会 山浦　未羽 真崎少年剣道会

堤田　さくら 生月剣道

10 末永　菜々美 生月剣道 吉江　未羽

9 杉本　向日葵 真崎少年剣道会

8 吉永　凛 舘浦剣道 加賀　叶多 佐々少年剣道部 19

7 鈴木　夢乃 志道館光永道場 石山　純花 舘浦剣道

岩永　萌子 長崎東剣聖会

6 岩永　歩奈 真津山少年剣道会 立川　梨奈

5 田中　愛子 舘浦剣道

4 水田　菫 江迎少年剣道 藤田　亜耶 生月剣道 15

3 永田　あかり 生月剣道 森川　紗那 志道館光永道場

池田　乙女 真崎少年剣道会

2 大久保　未月 長崎東剣聖会 江縫　舞美

1
黒岩　桜
※不戦敗

真崎少年剣道会



Aグループ

志道館光永 舘浦剣道 佐々少年 合計点 勝者数 本数 順位

志道館光永 １－３△ ２－３△ ０ ３ ６ ３

舘浦剣道 ３－６○ ２－３○ ２ ５ ９ １

佐々少年 ２－４○ ２－２△ １ ４ ６ ２

Bグループ

真崎少年 波佐見礼心館 有明剣道 合計点 勝者数 本数 順位

真崎少年 ３－３○ ３－６○ ２ ６ ９ １

波佐見礼心館 １－１△ ２－３△ １ ３ ４ ２

有明剣道 １－１△ ０－０△ ０ １ １ ３

Cグループ

生月剣道 長崎東剣聖会 真津山少年 合計点 勝者数 本数 順位

生月剣道 １－１○ ２－２△ １ ３ ３ ２

長崎東剣聖会 ０－０△ ２－２○ １ ２ ２ ３

真津山少年 ３－５○ １－１△ １ ４ ５ １

舘浦剣道 真崎少年 真津山少年 合計点 勝者数 本数 順位

舘浦剣道 ２－３△ ２－４△ ０ ４ ７ ３

真崎少年 ２－５○ ３－５○ ２ ５ １０ １

真津山少年 ３－６○ ０－１△ １ ３ ７ ２

決勝リーグ(各リーグ１位が進出する)

【全国大会予選会】（団体戦）


