
部門名

1 型 小学1年生以下 の部 佐藤市惺 岐阜

2 型 小学2年生の部 増田昭彦 名東

3 型 小学3年生の部 石井瑛翔 尾張旭 山下颯太朗 大和

4 型 小学4年生の部 久保昊志朗 春日井 岸江藍沙 三重中央

5 型 小学5年生の部 石黒花穏 春日井 佐藤優青 岐阜 城者大智 三重中央 藤牧遼伍 春日井

6 型 小学6年生の部 菅谷俐駆 春日井

7 型 中学生の部 久保翔大朗 春日井 中田   響 三重中央

8 型 一般の部 木本知子 瑞穂

9 幼年男女の部 田中蓮人 天白 杉山ゆいき 大和 佐藤市惺 岐阜 浜田りん 一宮

10 小学1年女子の部 中田   翼 三重中央

11 小学2年女子の部 徳光彩友美 岐阜 入口真亜綾 中川 山田想奈 中川 西尾恋姫 緑

12 小学3年女子 新人の部 近持日向子 岐阜 三井りさ 瑞穂

13 小学3年女子 中上級の部 土岐つばさ 瑞穂

14 小学4年女子 新人の部 亀山陽向 岐阜

15 小学4年女子 上級の部 鈴木心優梨 大和 外園都愛 日進
長久手

16 小学5年女子 新人の部 高橋桜奈 中川 本村彩羽 木場

17 小学5年女子 上級の部 鈴木仁菜 大和 田端莉茄 名東

18 小学6年女子 中級の部 松村優菜 中川

19 小学6年女子 上級の部 岡田真弓禾 知立

20 小学1年男子 新人の部 嶋津厚仁 名東 松岡秀弥 一宮 吉沼春季 名東 櫻木煌大 天白

21 小学1年男子 上級の部 安藤仁汰 名東 佐藤結仁 緑

22 小学2年男子 新人の部 新井捷弘 春日井 長谷川広大 天白 渡邊史弥 岐阜 早瀬郁人 中川

23 小学2年男子 中級の部 鎌田ｹﾋﾞﾝ稜祐 春日井

24 小学2年男子 上級の部 増田昭彦 名東 中村琉雅 岐阜

小学3年男子 新人の部 嶋津克仁 名東 佐藤斗愛 瑞穂 岩本壮真 名東 山村奏介 中川

ベスト8 城田歩睦 岐阜 舩橋陸人 中川 黒川慎一郎 知立 柴田桜太朗 尾張旭

26 小学3年男子 中級の部 西山   蓮 岐阜 近藤留以斗 岐阜

27 小学3年男子 上級の部 勝谷遥斗 日進
長久手 山下颯太朗 大和 山下瑛士 名東 勝谷奏海 日進

長久手

28 小学4年男子 新人の部 横田正道 岐阜 中島言唯 豊橋 中川友陽 緑 中越一瑳 大和

29 小学4年男子 中級の部 久野憲太郎 岐阜 今別府竜聖 名東

30 小学4年男子 上級の部 野田龍輝 三重中央 小池夏向 岐阜 久保昊志朗 春日井 菅谷漣佑 春日井

小学5年男子 新人の部 鈴木賀琥 名東 住吉ランズ金次郎 一宮 廣木智成 田原 松下琉翔 中川

ベスト8 坂本隆碧 中川 小栗瑛太 瑞穂 柴田憲吾 中川 田中睦望 弥富

32 小学5年男子 中級の部 田中俊輔 岐阜 竹本新大 岐阜 田宮咲太朗 岐阜 城者大智 三重中央

33 小学5年男子 上級の部 山田   皐 大和 小森柊獅 岐阜 嶋津龍仁 名東 吉村胡珀 瑞穂

34 小学6年男子 新人の部 斉藤大貴 中川

35 小学6年男子 中級の部 河合琉壱 岐阜 杉浦太悠 知立 小島壮太 緑 早川結陽 刈谷

36 小学6年男子 上級の部 菅谷俐駆 春日井 野中興聖 大和

37 中学女子 新人 軽量級の部 花田ゆめの 日進
長久手 梁   芸瀛 春日井

38 中学女子 新人 重量級の部 松根可歩 瑞穂

39 中学女子 中上級 軽量級の部 吉村   萌 瑞穂

40 中学女子 中上級 重量級の部 勝谷梨生 日進
長久手 徳光美沙紀 岐阜

41 中学男子 新人の部 大竹琥珀 豊橋

42 中学男子 中上級 軽量級の部 梅原蒼平 緑 田中琉樹 一宮 安江   渉 中川 蔵本清史郎 天白

43 中学1年男子 中上級 重量級の部 木下直哉 大和 小澤虎太朗 瑞穂

44 中学2年・3年男子 中上級 重量級の部 岡田全史 知立 田中八雲 弥富

45 女子セーフティの部 恒松唯乃 大和

46 シニア男子 35歳以上45歳未満の部 角谷信昭 北

47 シニア男子 45歳以上55歳未満の部 神山治久 岐阜

48 シニア男子 55歳以上の部 川内晴雄 岐阜

49 一般初級の部 山下浩二 大和 鈴木純司 一宮 山田裕也 中川 中野和人 大和

50 一般上級の部 奥村   航 中川
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