
【小学１年生女子組手】 ２１人 Aコート

みなみだ めいな ふじえ さわ
南田 芽那 藤江 紗羽

みぎた あすか なかむら せりか
右田 明日香 中村 星璃花

あしづ はな なかはら れいあ
芦塚 華 中原 玲羽

うえた ちさこ はら すずか
植田 千紗子 原 涼香

なかにし みほ あんどう りん
中西 美穂 安東 凛

おおおか あかね うえむら さゆみ
大岡 茜 上村 紗有美

くぼた さゆみ あだち のぞみ

窪田 紗弓 足立 理美

いしかわ あすか よしい りあ

石川 明日華 吉井 凛葵

いとう ひまり おかだ みう

伊藤 陽葵 岡田 望佑

やまうち ひおり にしの ひな

山内 陽央里 西野 陽菜

はしもと ももは
橋本 桃葉

奈良 148 159 京都

兵庫 149 160 奈良

京都 150 161 兵庫

大阪 151 162 大阪

和歌山 152 163 滋賀

兵庫 153 164 和歌山

大阪 154 165 奈良

奈良 155 166 京都

京都 156 167 兵庫

大阪 157 168 大阪

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に得
　点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

和歌山 158
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【小学２年生女子組手】 ２４人 Bコート

あらき まりん はたけやま なほ
荒木 愛海 畠山 奈穂

あかお あやの やまざき なつな
赤尾 あや乃 山崎 夏奈

たなか さくら ふるかわ りあ
田中 咲良 古川 莉愛

むらい ゆいな おおしま はな
村井 由依那 大嶋 波菜

かすとろまたよし てれさ ゆかわ ゆうか
カストロ又吉 光紗 湯川 夕夏

あかしたに しずく つじせき かほ
明石谷 雫 辻関 奏帆

さくらい さよ いあい るか

櫻井 咲蓉 居相 瑠夏

むらい まなか きむら ともか
村井 愛佳 木村 友香

ほりのうち みずき おくだ ゆみ
堀之内 美月 奥田 由美

むらかみ ほのか しばた あお
村上 穂香 柴田 杏織

ますだ みさき つきで のの
増田 美咲 突出 のの

すずき ほのか いわい ゆいか
鈴木 普乃花 岩井 結香

京都 169 181 兵庫

兵庫 170 182 奈良

大阪 171 183 大阪

奈良 172 184 京都

和歌山 173 185 和歌山

兵庫 174 186 滋賀

大阪 175 187 京都

奈良 176 188 兵庫

滋賀 177 189 和歌山

京都 178 190 滋賀

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に
　得点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

兵庫 179 191 大阪

和歌山 180 192 奈良
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【小学３年生女子組手】 ２５人 Cコート

しみず まお やまみ あんり
清水 優桜 山見 杏里

なかおか ゆい
なかむら さき

中岡 優結 中村 季紗

さこう まほろ
やまざき かんな

佐光 愛晴 山﨑 寛菜

さたけ みの
ながい こはな

佐竹 実野 永井 心花

くらはし ひより
はらだ あゆみ

倉橋 陽和 原田 歩実

きたした らな
みき いのり

北下 羅那 三木 彩乃里

いわわき かりん
たにぐち ゆうな

岩脇 果凛 谷口 優奈

ながまつ はな
つつい りほ

永松 花奈 筒井 利歩

おか せいか ささき あかり
岡 星花 佐々木 灯里

にしむら いおり ささき れな
西村 伊織 佐々木 玲奈

ますだ せいら すぎえ ゆずき
増田 聖愛 杉江 柚稀

おだ ここは よねまる
小多 倖々葉 米丸 ひなの

たきぐち みこ

瀧口 美子

京都 193 206 大阪

奈良 194 207 滋賀

大阪 195 208 京都

和歌山 196 209 奈良

滋賀 197 210 兵庫

京都 198 211 和歌山

兵庫 199 212 滋賀

京都 200 213 兵庫

和歌山 201 214 大阪

大阪 202 215 奈良

大阪

滋賀 204 217 京都

兵庫 205

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に
　得点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

奈良 203 216
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【小学４年生女子組手】 ２４人 Dコート

よしふく ももは もりした まき
吉福 百葉 森下 真希

なかすぎ ともあ さいとう このは
中杉 朋海 齋藤 心華

こう むよう やました
高 睦尭 山下 さくら

なかむら はな くぼ ゆら
中村 珀菜 久保 結楽

いずみの とくね ゆみさき にこ
泉野 徳音 弓崎 仁瑚

やまぐち さゆ よしだ
山口 紗由 吉田 れいら

むろや あんじゅ にしだ うの
室屋 杏樹 西田 美乃

ゆかわ まつり あんどう
湯川 茉莉 安藤 ひまり

あだち はるの おかだ ちゆり
足立 遥乃 岡田 千友梨

いない ほりこし みゆ
稲井 かんな 堀越 心結

やの いぶき うえだ もか
矢野 維吹 上田 萌桜

くどう はる うしだ さき
工藤 羽流 丑田 紗咲

大阪 218 230 京都

兵庫 219 231 和歌山

奈良 220 232 滋賀

京都 221 233 兵庫

滋賀 222 234 大阪

和歌山 223 235 奈良

京都 224 236 大阪

和歌山 225 237 和歌山

奈良 226 238 京都

大阪 227 239 大阪

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に
　得点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

滋賀 228 240 奈良

兵庫 229 241 兵庫
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【小学５年生女子組手】 ２４人 Eコート

ほりうち ひさき おおつき るみ
堀内 陽咲 大槻 瑠美

やまさき せんり さかぐち みづき
山崎 千里 阪口 美月

きたむら ゆづき にしむら かえ
北村 結月 西村 花笑

はたなか ゆうな あだち ことは
畑中 優那 足立 琴春

おおや みこと てらにし きょう
大矢 心詞 寺西 叶

しのみや めり よこいがわ りこ
四之宮 芽莉 横井川 莉子

すいづ ひより えがわ まりこ
水津　 柊世理　 江川 真梨子

たむら しょうか ももた かんな
田村 晶華 百田 栞奈

あきた もか いたみ みお
秋田 苺輝 伊丹 海桜

たかはし すずな いなみ まつり
髙橋 寿々菜 伊波 茉莉

やまぐち あいら あだち いちか
山口 愛萊 足立 愛華

たのうえ ゆら さこう あろは
田上　　 結楽　　 佐光 愛羽

奈良 242 254 兵庫

滋賀 243 255 和歌山

大阪 244 256 大阪

兵庫 245 257 奈良

和歌山 246 258 滋賀

京都 247 259 京都

兵庫 248 260 和歌山

大阪 249 261 京都

京都 250 262 奈良

奈良 251 263 兵庫

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に
　得点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

大阪 252 264 滋賀

滋賀 253 265 大阪
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【小学６年生女子組手】 ２４人 Fコート

まるみず みこ みやもと こはる
丸水 美琥 宮本 心晴

にしもと あん こじま ゆうな
西本 杏 小嶋 優菜

ひらやま さくら さかぐち かのは
平山 桜 阪口 夏乃巴

はらだ りおん くろかわ めい
原田 莉音 黒川 芽生

かわかみ いちか ひらやま こあ
川上 伊莉嘉 平山 倖愛

やまざき みずき はやし みづき
山﨑 瑞月 林 瑞月

つじの ふうか まつおか なつみ
辻野 楓佳 松岡 菜月美

しまだ りあい
きど あいこ

島田 莉愛 木戸 藍子

いまなか あず
もりもと

今中 あず 森本 あかり

やまぐち ねね
まきむら ありさ

山口 寧々 牧村 有紗

もりの のあ
はっとり このか

森野 乃葵 服部 好華

ふじもと あむ
みつい ゆり

藤本 愛夢 三井 悠莉

兵庫 266 278 兵庫

奈良 267 279 京都

滋賀 268 280 和歌山

大阪 269 281 奈良

和歌山 270 282 大阪

京都 271 283 滋賀

大阪 272 284 奈良

奈良 273 285 大阪

京都 274 286 兵庫

兵庫 275 287 滋賀

①競技時間は１分３０秒フルタイムとする。
②勝敗は、競技時間内に６ポイント差が生じた場合、又は競技終了時に
　得点の多い選手を勝ちとする。
③無得点、又は同点で先取がない場合、判定により勝者を決定する。

滋賀 276 288 和歌山

和歌山 277 289 京都
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