
第４５回佐賀県少年剣道学年別個人選手権大会結果

小学生の部 参加者　６０１

小学１年男女 太田恭輔 (佐賀修道館) 畑瀬　葉 (清流館) 藤松啓達 (佐賀修道館) 川内将夢 (黒津少剣)

小学２年男女 服部悠理 （東脊振少剣） 北古賀健太郎 （川副少剣） 野田悠真 (江北少剣) 山口龍晟 (健心会)

小学３年男子 西川大智 (清流館) 佐々木　翼 (江北少剣) 中野裕士 (臥龍徳心) 最所響雅 (北茂安少剣)

同 上  女子 笹川美琴 (嘉瀬少剣) 花山琴音 (嘉瀬少剣) 江原百恵 (川副少剣) 江口真央 (臥龍徳心)

小学４年男子 山﨑惇矢 (佐賀修道館) 山口優翔 (健心会) 岡　凜太朗 (三瀬少剣) 益田隼希 (北茂安少剣)

同 上  女子 手島希美 (小城桜武館) 西　紀子 (小城桜武館) 滝下茉菜 (基山少剣 佐々木結衣 (江北少剣)

小学５年男子 土井悠慎 (真武館) 太田蒼士 (北茂安少剣) 西田優豊 (黒津少剣) 嘉村光太 (清流館)

同 上  女子 笹川美輝 (嘉瀬少剣) 重松希実 (思齊館) 西村初愛 (黒津少剣) 矢野このみ (三瀬少剣)

小学６年男子 茂田　虎ノ介 (神埼町少剣) 西　真太朗 (小城桜武館) 八坂遙輝 (神埼町少剣) 小森琉慎 (涵養道場)

同 上  女子 楢橋美絢 (清流館) 森　流華 (龍王少剣 川内凜夢 (黒津少剣) 村田星愛 (上峰少剣)

小学１年男女 古賀詩織 (中原少剣) 吉原佑奈 （清流館） 仲子結愛 （脊輝振館） 副島美朝 （佐賀修道館）

小学２年男女 堤　迅 (龍王少剣) 井手想汰 （神埼町少剣） 楢橋愛菜 （清流館） 陣内和明 （嘉瀬少剣）

小学３年男子 相川怜音 (東脊振少剣) 山口一颯 （江北少剣） 真子智己 （小城桜武館） 馬場天照 （江北少剣）

同 上 女 子 中島あずみ (臥龍徳心) 田中あおい （脊輝振館） 高垣弥生 （中原少剣） 仲子聖捺 （脊輝振館）

小学４年男子 森田　空 (三瀬少剣) 庄島諒人 （三瀬少剣） 伊東大翔 （健心会） 白川鳳空 （健心会）

同 上 女 子 永田心葉 (聖武館) 八坂莉緒 （神埼町少剣） 伊藤みどり （嘉瀬少剣） 中島杏奈 （富士少剣）

小学５年男子 江口拓光 (臥龍徳心) 小松　蓮太朗 （真武館） 笹川　武 （嘉瀬少剣） 嘉村大輝 （三瀬少剣）

同 上 女 子 西山ひつき (多久聖風会) 太田妃莉 （北茂安少剣） 實松聖恋 （黒津少剣） 嶋田彩花 （清流館）

小学６年男子 池田羽久斗 (小城桜武館) 福田悠翔 （小城桜武館） 白川大峨 （健心会） 井上　康太郎 （北茂安少剣）

同 上 女 子 山﨑杏南 (楠風道場) 北島颯喜 （小城桜武館） 内川瑚子 （嘉瀬少剣） 立花実優 （清流館）

中学生の部 参加者　４２０

中学1年男子 最所瑠偉 （北茂安少剣） 野中龍臥 （神埼町少剣） 岡本侑也 （神埼町少剣） 宮地秦弥 （神埼町少剣）

同 上 女 子 牛嶋柚希 （神埼町少剣） 實松久玲愛 （龍谷中） 新井由乃 （武雄中） 諸岡史歩 （小城町少剣）

中学２年男子 平田謙心 （龍谷中） 松尾亘亮 （龍谷中） 笹川大和 （昭栄中） 前田惟吹 （武雄中）

同 上 女 子 川内丸美緒 （龍谷中） 吉村美咲 （北茂安少剣） 鍋島嬉波 （基山中） 貞島仁美 （神埼町少剣）

中学３年男子 多伊良寛太 （昭栄剣道ク） 上城悠太 （神道館） 笹川大心 （昭栄剣道ク） 豊川　真 （龍谷中）

同 上 女 子 楢橋優那 （大和中） 中島京香 （大和中） 橋本真央 （小城町少剣） 橋本陽菜 （三瀬中）

中学１年男子 内田勘太 （弘学館中） 笹川大成 （昭栄剣道ク） 江口哲平 （昭栄中） 野中道喜 （神埼町少剣）

同 上 女 子 萩原杏美 （小城町少剣） 黒岩　凜 （北方少剣） 三根こなみ （武雄中） 内川結菜 （昭栄剣道ク）

中学２年男子 江頭大聖 （北茂安少剣） 藤瀬　眞 （江北少剣） 楢橋謙秀 （大和中） 石井　竣 （中原少剣）

同 上 女 子 蒔崎冬芽 （唐津東中） 野口きらら （城南中） 宮﨑優亜 （龍谷中） 深町瑞希 （江北少剣）

中学３年男子 志岐拓海 （神埼町少剣） 野中遥希 （神埼町少剣） 弓　翔太 （北茂安少剣） 佐々木遥翔 （江北少剣）

同 上 女 子 小川なな （龍谷中） 石松美咲 （大和中） 木塚愛梨 （大和中） 尾﨑　結 （清心館）

敢　　　　　　　　　闘　　　　　　　　　賞

参加者　１，０２１名 令和3年/11/6・7

川副体育センター

優　　　勝 準 優 勝 第３位 第３位

敢　　　　　　　　　闘　　　　　　　　　賞

優　　　勝 準 優 勝 第３位 第３位


