
大 会 要 項  Rules & Important points 
午前 部      

種目 試合時間 試合会場
Category The combat time Court №

①　小学生1・2年生 ２分 第１試合場
Boys & Girls(7-8 years old 2 minutes №1

②　小学生3・4年生 ２分 第３・４試合場
Boys & Girls(9-10 years old 2 minutes №3,4
③　小学生5・6年生 ２分 第５・６試合場
Boys & Girls(11-12 years old) 2 minutes №5,6
④　中学生男子 ３分 第３・４・５・６試合場

Boys(13-15 years old) 3 minutes №3,4,5,6
⑤　中学生女子 ３分 第２試合場

Girls(13-15 years old) 3 minutes №2
⑥　一般女子 ３分 第１・２試合場

Womens 3 minutes №1,2
　※高校生女子の申込みが少数のため、一般女子と統合する。

午後 部      
種目 試合時間 試合会場

Category The combat time Court №
⑦　高校生男子 ３分 第３・４試合場

Boys(16-18 years old) 3 minutes №3,4
⑧　一般男子3段以下 ３分 第５・６試合場

Men (3-Dan and lower) 3 minutes №5,6
⑨　一般男子4段以上 ３分 第１・２・３・４試合場

Men (4-Dan and higher) 3 minutes №1,2,3,4

各種目 決勝戦

試合時間 試合会場
The combat time Court №

Finals
小学生は３分 (Category ①,

②,③ 3 minutes)
中学生以上は４分
(other 4 minutes)

特設中央試合場
Center Court

1 　全日本剣道連盟剣道試合・審判規則、大会要項に基づき行う。

　　試合審判規則第12条「有効打突」

　　「有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃

　　筋正しく打突し、残心あるものとする。」

2　3本勝負。勝敗の決しない場合は、延長とし、勝敗の決するまで行う。

【 The "sanbon shobu" rule, with the possibility of one prolongation (encho) without time limit, if 
3 　小学生1・2年生、小学生3・4年生、小学生5・6年生、中学生男子、中学生女子の部につい
ては、優勝・準優勝・3位(2人)・敢闘賞(4人)を表彰する。

　※中学生女子の部は、参加人数の関係で敢闘賞の表彰はしない。

　高校生男子、一般女子、一般男子３段以下及び一般男子４段以上の部は、優勝・準優勝・
3位(3位決定戦を行う。)を表彰する。

4　各種目の決勝戦は、全種目の準決勝戦(3位決定戦)終了後、中央試合場で小学生1・2年生
の部から順次行う。

5　試合進行上、試合場や順番を変更する場合がある。会場での案内にご注意ください。



試合会場配置図
Game venue placement

正面 本部席  Headquarters seat

第 試合場   第 試合場   
   午前         午前      
   中学生女子      試合   小学生   年生      試合
      Girls(13-15 years old) №1-№10  8 Match        Boys & Girls(7-8 years old) №1-№15 13 Match 
   一般女子    試合    一般女子    試合
      Womens №17-№33  16 Match       Womens №1-№16  15 Match
   午後         一般女子 位決定戦
   一般男子 段以上   試合        Womens Third-place Match
      Men (4-Dan and higher)  20- 37  17 Match    午後      
   一般男子 段以上 位決定戦    一般男子 段以上   試合
      Men (4-Dan and higher) Third-place Match      Men (4-Dan and higher) №1-№19  19 Match

第 試合場   第 試合場   
   午前         午前      
   小学生   年生   試合    小学生   年生    試合
      Boys & Girls(9-10 years old) №26-№49       Boys & Girls(9-10 years old) №1-№25 24 Match
      23 Match    中学生男子      試合
   中学生男子     試合       Boys(13-15 years old) №10- 19  9 Match
      Boys(13-15 years old) №29- 36  8 Match    午後      
   午後         高校生男子    試合
   高校生男子    試合       Boys(16-18 years old) №1-№6  5 Match
      Boys(16-18 years old) №7-№14  6 Match    高校生男子 位決定戦
   一般男子 段以上   試合       Boys(16-18 years old) Third-place Match
     Men (4-Dan and higher) №56-№73  17 Match    一般男子 段以上   試合

      Men (4-Dan and higher) №38-№55  18Match

第 試合場   第 試合場   
   午前         午前      
   小学生   年生     試合    小学生   年生     試合
       Boys & Girls(11-12 years old) №30-№58       Boys & Girls(11-12 years old) №1-№29 
       28 Match        28 Match
   中学生男子      試合    中学生男子      試合
       Boys(13-15 years old) №20-28  9 Match       Boys(13-15 years old) №1-9  9 Match
   午後         午後      
   一般男子 段以下   試合    一般男子 段以下   試合
       Men (3-Dan and lower) №23-№45  22 Match       Men (3-Dan and lower) № -№22  21 Match

   一般男子 段以下  位決定戦
      Men (3-Dan and lower) № -№22
   Third-place Match

 決勝戦 試合場  正面 本部席前 設    会場係 第 試合場 会場係員 行  



小学生小学生小学生小学生１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生のののの部部部部
Boys &  Girls(7-8 years old)

1111 小林小林小林小林    真緒真緒真緒真緒
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小

8888 廣田廣田廣田廣田    結貴結貴結貴結貴 思斉館思斉館思斉館思斉館

1111----8888 ※※※※ 1111----4444

2222 熊坂熊坂熊坂熊坂    瑠以瑠以瑠以瑠以
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

9999 丸尾丸尾丸尾丸尾    郁颯郁颯郁颯郁颯 剣親会剣親会剣親会剣親会

1111----1111 ※※※※ 1111----10101010

3333 市川市川市川市川    理絃理絃理絃理絃 思斉館思斉館思斉館思斉館 10101010 鈴木鈴木鈴木鈴木    月翔月翔月翔月翔
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

1111----12121212 1111----13131313 1111----5555

4444 小林小林小林小林    優真優真優真優真 毛利台毛利台毛利台毛利台 11111111 眞田眞田眞田眞田    泰成泰成泰成泰成 毛利台毛利台毛利台毛利台

1111----2222

5555 野呂野呂野呂野呂    市之介市之介市之介市之介 上荻野上荻野上荻野上荻野 12121212 井上井上井上井上　　　　柊柊柊柊
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

1111----9999 1111----6666

6666 石崎石崎石崎石崎    佳歩佳歩佳歩佳歩
愛愛愛愛　　　　川川川川
第第第第　　　　二二二二

※※※※

13131313 青木青木青木青木    智耶智耶智耶智耶 清剣会清剣会清剣会清剣会

1111----3333 1111----11111111

7777 星野星野星野星野    風雅風雅風雅風雅
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

※※※※

14141414 永島永島永島永島    良哉良哉良哉良哉 思斉館思斉館思斉館思斉館

1111----7777

15151515 鈴木鈴木鈴木鈴木    琢磨琢磨琢磨琢磨
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原
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小学生小学生小学生小学生３３３３・・・・４４４４年生年生年生年生のののの部部部部
Boys & Girls(9-10 years old)

1111 滝澤滝澤滝澤滝澤    一希一希一希一希 思斉館思斉館思斉館思斉館 26262626 市川市川市川市川    琉伊琉伊琉伊琉伊 思斉館思斉館思斉館思斉館
3333----10101010 4444----9999

2222 永田永田永田永田    健人健人健人健人
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

27272727 古道古道古道古道    美妃美妃美妃美妃 上荻野上荻野上荻野上荻野
3333----1111 4444----1111

3333 三輪三輪三輪三輪        一輝一輝一輝一輝 上荻野上荻野上荻野上荻野 28282828 野口野口野口野口    凱叶凱叶凱叶凱叶 緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘
3333----18181818 ※※※※ ※※※※ 4444----17171717

4444 重信重信重信重信    敬司敬司敬司敬司 思斉館思斉館思斉館思斉館 29292929 小室小室小室小室    凱朗凱朗凱朗凱朗 毛利台毛利台毛利台毛利台
3333----2222 4444----2222

5555 天野天野天野天野    花織花織花織花織 警警警警　　　　察察察察 30303030 深谷深谷深谷深谷    苺花苺花苺花苺花 警警警警　　　　察察察察
3333----11111111 4444----10101010

6666 秋山秋山秋山秋山    望愛望愛望愛望愛 毛利台毛利台毛利台毛利台 31313131 前川前川前川前川    佳音佳音佳音佳音
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小3333----3333 4444----21212121

7777 佐藤佐藤佐藤佐藤    美穂美穂美穂美穂
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小

3333----22222222
32323232 柳川柳川柳川柳川    龍之介龍之介龍之介龍之介 思斉館思斉館思斉館思斉館

4444----11111111

8888 奥脇奥脇奥脇奥脇    悠叶悠叶悠叶悠叶 上荻野上荻野上荻野上荻野 33333333 西野西野西野西野    海楓海楓海楓海楓 上荻野上荻野上荻野上荻野
3333----12121212 4444----3333

9999 市川市川市川市川    颯颯颯颯 思斉館思斉館思斉館思斉館 34343434 鄭鄭鄭鄭    有奈有奈有奈有奈 森森森森のののの里里里里
3333----4444 4444----18181818

10101010 鈴木鈴木鈴木鈴木    健吾健吾健吾健吾
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

※※※※
35353535 秋田秋田秋田秋田    愛絵愛絵愛絵愛絵 毛利台毛利台毛利台毛利台

3333----19191919 4444----4444

11111111 千葉千葉千葉千葉    孝将孝将孝将孝将 森森森森のののの里里里里
※※※※

36363636 板原板原板原板原    美美美美々々々々愛愛愛愛
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津3333----5555 4444----12121212

12121212 高橋高橋高橋高橋    太一太一太一太一 毛利台毛利台毛利台毛利台 37373737 大矢大矢大矢大矢    侑來侑來侑來侑來
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原3333----13131313

13131313 ビダルビダルビダルビダル    サエミサエミサエミサエミ
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津

3333----24242424 4444----23232323
38383838 宮本宮本宮本宮本    兼志郎兼志郎兼志郎兼志郎 思斉館思斉館思斉館思斉館

4444----13131313

14141414 鈴木鈴木鈴木鈴木    雄斗雄斗雄斗雄斗 警警警警　　　　察察察察 39393939 岡本岡本岡本岡本    泰河泰河泰河泰河 上荻野上荻野上荻野上荻野
3333----14141414 4444----5555

15151515 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    遥遥遥遥 思斉館思斉館思斉館思斉館 40404040 熊澤熊澤熊澤熊澤    啓太啓太啓太啓太
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原3333----6666 ※※※※ 4444----19191919

16161616 鈴木鈴木鈴木鈴木    寛大寛大寛大寛大
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

41414141 林林林林    智成智成智成智成 毛利台毛利台毛利台毛利台
3333----20202020 ※※※※ 4444----6666

17171717 柚岡柚岡柚岡柚岡    咲希咲希咲希咲希
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小

42424242 牧牧牧牧    陽菜陽菜陽菜陽菜 警警警警　　　　察察察察
3333----7777 4444----14141414

18181818 山田山田山田山田    海翔海翔海翔海翔 毛利台毛利台毛利台毛利台 43434343 森谷森谷森谷森谷    一翔一翔一翔一翔
愛愛愛愛　　　　川川川川
半半半半　　　　原原原原3333----15151515 4444----22222222

19191919 平城平城平城平城    慧太慧太慧太慧太 上荻野上荻野上荻野上荻野 44444444 藤本藤本藤本藤本    翔翔翔翔
王王王王　　　　子子子子
愛愛愛愛　　　　甲甲甲甲3333----23232323 4444----15151515

20202020 上原上原上原上原    敏敏敏敏 思斉館思斉館思斉館思斉館 45454545 露木露木露木露木    新太新太新太新太 思斉館思斉館思斉館思斉館
3333----16161616 4444----7777

21212121 林林林林    美桜美桜美桜美桜
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

46464646 小倉小倉小倉小倉    太陽太陽太陽太陽 剣親会剣親会剣親会剣親会
3333----8888 4444----20202020

22222222 小山小山小山小山    葵葵葵葵 毛利台毛利台毛利台毛利台
※※※※

47474747 永橋永橋永橋永橋    未羽未羽未羽未羽 毛利台毛利台毛利台毛利台
3333----21212121 4444----8888

23232323 森森森森    紫織紫織紫織紫織 緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘
※※※※

48484848 江江江江﨑﨑﨑﨑    慎那也慎那也慎那也慎那也 緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘
3333----9999 4444----16161616

24242424 莱原莱原莱原莱原    良太郎良太郎良太郎良太郎
愛愛愛愛　　　　川川川川
半半半半　　　　原原原原

49494949 青木青木青木青木    悠馬悠馬悠馬悠馬 清剣会清剣会清剣会清剣会
3333----17171717

25252525 岩崎岩崎岩崎岩崎    美桜美桜美桜美桜 思斉館思斉館思斉館思斉館
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小学生小学生小学生小学生５５５５・・・・６６６６年生年生年生年生のののの部部部部
Boys &  Girls(11-12 years old)

1111 廣岡廣岡廣岡廣岡    翔翔翔翔 清剣会清剣会清剣会清剣会 30303030 仲亀仲亀仲亀仲亀    航央航央航央航央 思斉館思斉館思斉館思斉館
5555----14141414 6666----14141414

2222 阿部阿部阿部阿部    悦也悦也悦也悦也 思斉館思斉館思斉館思斉館 31313131 中代中代中代中代    健樹健樹健樹健樹
王王王王        子子子子
愛愛愛愛        甲甲甲甲5555----1111 6666----1111

3333 菅沼菅沼菅沼菅沼    航史航史航史航史 上荻野上荻野上荻野上荻野 32323232 長谷川長谷川長谷川長谷川    理稀理稀理稀理稀 上荻野上荻野上荻野上荻野
5555----22222222 ※※※※ ※※※※ 6666----22222222

4444 阿部阿部阿部阿部    楊之介楊之介楊之介楊之介
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

33333333 林林林林    康太康太康太康太 警警警警　　　　察察察察
5555----2222 6666----2222

5555 高木高木高木高木    隆世隆世隆世隆世 毛利台毛利台毛利台毛利台 34343434 丸尾丸尾丸尾丸尾    優太優太優太優太 剣親会剣親会剣親会剣親会
5555----15151515 6666----15151515

6666 徳永徳永徳永徳永    桃香桃香桃香桃香
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津

35353535 山田山田山田山田    希綺希綺希綺希綺 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----3333 6666----3333

7777 森下森下森下森下    慧璃慧璃慧璃慧璃 剣親会剣親会剣親会剣親会 36363636 板原板原板原板原    凛花凛花凛花凛花
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津5555----26262626 6666----26262626

8888 服部服部服部服部    友喜友喜友喜友喜 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友 37373737 馬場馬場馬場馬場    大夢大夢大夢大夢 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----4444 6666----4444

9999 財前財前財前財前    天太天太天太天太
王王王王        子子子子
愛愛愛愛        甲甲甲甲

38383838 帆足帆足帆足帆足    大大大大 森森森森のののの里里里里
5555----16161616 6666----16161616

10101010 高野高野高野高野    幹太幹太幹太幹太 上荻野上荻野上荻野上荻野 39393939 安倍安倍安倍安倍    岬岬岬岬
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小5555----5555 6666----5555

11111111 吉野吉野吉野吉野    玄玄玄玄 思斉館思斉館思斉館思斉館 40404040 長尾長尾長尾長尾    璃子璃子璃子璃子 上荻野上荻野上荻野上荻野
5555----23232323 6666----23232323

12121212 野呂野呂野呂野呂    姫華姫華姫華姫華 上荻野上荻野上荻野上荻野
※※※※ ※※※※

41414141 秋山秋山秋山秋山    翔翔翔翔 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----6666 6666----6666

13131313 林林林林    杏美杏美杏美杏美
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

42424242 大矢大矢大矢大矢    憲宗憲宗憲宗憲宗
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原5555----17171717 6666----17171717

14141414 有岡有岡有岡有岡    春弥春弥春弥春弥 森森森森のののの里里里里 43434343 滝澤滝澤滝澤滝澤    晴也晴也晴也晴也 思斉館思斉館思斉館思斉館
5555----7777

15151515 林林林林    吉経吉経吉経吉経 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----28282828 6666----28282828

44444444 岩崎岩崎岩崎岩崎    壮志壮志壮志壮志 思斉館思斉館思斉館思斉館
6666----7777

16161616 鈴木鈴木鈴木鈴木    快昂快昂快昂快昂 毛利台毛利台毛利台毛利台 45454545 三栖三栖三栖三栖    大知大知大知大知 上荻野上荻野上荻野上荻野
5555----18181818 6666----18181818

17171717 廣田廣田廣田廣田    絢音絢音絢音絢音 思斉館思斉館思斉館思斉館 46464646 富永富永富永富永    菜月菜月菜月菜月
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小5555----8888 6666----8888

18181818 千葉千葉千葉千葉    京香京香京香京香
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

47474747 竹内竹内竹内竹内    未瞳未瞳未瞳未瞳 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----24242424 ※※※※ ※※※※ 6666----24242424

19191919 毛利毛利毛利毛利    響響響響 剣親会剣親会剣親会剣親会 48484848 池田池田池田池田    美羽美羽美羽美羽
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津5555----9999 6666----9999

20202020 平本平本平本平本    郁博郁博郁博郁博 毛利台毛利台毛利台毛利台 49494949 千葉千葉千葉千葉    瞳美瞳美瞳美瞳美 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----19191919 6666----19191919

21212121 西野西野西野西野    颯樹颯樹颯樹颯樹 上荻野上荻野上荻野上荻野 50505050 星野星野星野星野    大雅大雅大雅大雅
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原5555----10101010 6666----10101010

22222222 杜山杜山杜山杜山    智輝智輝智輝智輝
愛愛愛愛　　　　川川川川
中中中中　　　　津津津津

51515151 近藤近藤近藤近藤    勘汰勘汰勘汰勘汰
王王王王        子子子子
愛愛愛愛        甲甲甲甲5555----27272727 6666----27272727

23232323 熊坂熊坂熊坂熊坂    衛衛衛衛 思斉館思斉館思斉館思斉館 52525252 森谷森谷森谷森谷    智穂智穂智穂智穂
愛愛愛愛　　　　川川川川
半半半半　　　　原原原原5555----11111111 6666----11111111

24242424 江藤江藤江藤江藤    隼人隼人隼人隼人 警警警警　　　　察察察察 53535353 佐藤佐藤佐藤佐藤    美沙希美沙希美沙希美沙希
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原5555----20202020 6666----20202020

25252525 池田池田池田池田    瑚都瑚都瑚都瑚都
王王王王        子子子子
愛愛愛愛        甲甲甲甲

54545454 伊藤伊藤伊藤伊藤    海海海海 上荻野上荻野上荻野上荻野
5555----12121212 6666----12121212

26262626 荒井荒井荒井荒井    結月結月結月結月
愛愛愛愛　　　　川川川川
第二小第二小第二小第二小

55555555 林林林林    優太優太優太優太 警警警警　　　　察察察察
5555----25252525 6666----25252525

27272727 大塚大塚大塚大塚    理玖理玖理玖理玖 毛利台毛利台毛利台毛利台
※※※※ ※※※※

56565656 野田野田野田野田    大睦大睦大睦大睦 剣親会剣親会剣親会剣親会
5555----13131313 6666----13131313

28282828 岡本岡本岡本岡本    匠悟匠悟匠悟匠悟 上荻野上荻野上荻野上荻野 57575757 高橋高橋高橋高橋    一平一平一平一平 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----21212121 6666----21212121

29292929 佐佐佐佐々々々々木木木木    航航航航
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原

58585858 渡部渡部渡部渡部    倫太郎倫太郎倫太郎倫太郎 思斉館思斉館思斉館思斉館
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中学生男子中学生男子中学生男子中学生男子のののの部部部部
Boys(13-15 years old)

1111 千野千野千野千野    智大智大智大智大 愛川東愛川東愛川東愛川東 20202020 矢後矢後矢後矢後    美寿輝美寿輝美寿輝美寿輝 愛川東愛川東愛川東愛川東
5555----2222 6666----2222

2222 渡邊渡邊渡邊渡邊    隼人隼人隼人隼人 玉玉玉玉　　　　川川川川 21212121 濱田濱田濱田濱田    亮二亮二亮二亮二 玉玉玉玉　　　　川川川川
5555----6666 ※※※※ ※※※※ 6666----6666

3333 古道古道古道古道　　　　魁魁魁魁 上荻野上荻野上荻野上荻野 22222222 佐藤佐藤佐藤佐藤    壱哉壱哉壱哉壱哉 愛川東愛川東愛川東愛川東
5555----3333 6666----3333

4444 田口田口田口田口　　　　蓮蓮蓮蓮 思斉館思斉館思斉館思斉館 23232323 有馬有馬有馬有馬    颯希颯希颯希颯希 思斉館思斉館思斉館思斉館
5555----8888 6666----8888

5555 仲亀仲亀仲亀仲亀    凌央凌央凌央凌央 思斉館思斉館思斉館思斉館 24242424 飯田飯田飯田飯田    晃生晃生晃生晃生 中中中中　　　　原原原原
5555----4444 6666----4444

6666 栗山栗山栗山栗山    莉央莉央莉央莉央 愛川東愛川東愛川東愛川東 25252525 森谷森谷森谷森谷    拓海拓海拓海拓海 思斉館思斉館思斉館思斉館
5555----7777 6666----7777

7777 細田細田細田細田　　　　新新新新 玉玉玉玉　　　　川川川川
※※※※ ※※※※

26262626
ライネリライネリライネリライネリ　　　　ビクタービクタービクタービクター

イギリスイギリスイギリスイギリス
5555----5555 6666----5555 Raineri Victor

8888 満重満重満重満重    竜晴竜晴竜晴竜晴 剣親会剣親会剣親会剣親会 27272727 平城平城平城平城    寿樹寿樹寿樹寿樹 上荻野上荻野上荻野上荻野
5555----1111 5555----9999 6666----9999 6666----1111

9999
ラウチラウチラウチラウチ　　　　ヒューゴヒューゴヒューゴヒューゴ

イギリスイギリスイギリスイギリス 28282828 梅澤梅澤梅澤梅澤    和輝和輝和輝和輝 愛川東愛川東愛川東愛川東
Rauch Hugo
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10101010 後藤後藤後藤後藤　　　　昴昴昴昴 上荻野上荻野上荻野上荻野 29292929 鄭鄭鄭鄭　　　　寛黙寛黙寛黙寛黙 玉玉玉玉　　　　川川川川
3333----3333 4444----2222

11111111 山口山口山口山口    景大景大景大景大 愛川東愛川東愛川東愛川東 30303030
ベイトマンベイトマンベイトマンベイトマン　　　　ダニエルダニエルダニエルダニエル

イギリスイギリスイギリスイギリス
3333----7777 ※※※※ ※※※※ 4444----6666 Bateman Daniel

12121212 漆原漆原漆原漆原    尋八尋八尋八尋八 警警警警　　　　察察察察 31313131 田鎖田鎖田鎖田鎖    大己大己大己大己 愛川東愛川東愛川東愛川東
3333----4444 4444----3333

13131313 足立足立足立足立    未来未来未来未来 中中中中　　　　原原原原 32323232 安倍安倍安倍安倍    葉月葉月葉月葉月 中中中中　　　　原原原原
3333----1111 3333----9999 4444----8888

14141414 長堀長堀長堀長堀    光太郎光太郎光太郎光太郎 思斉館思斉館思斉館思斉館 32323232 長尾長尾長尾長尾    樹利樹利樹利樹利 剣親会剣親会剣親会剣親会
4444----4444

15151515 吉野吉野吉野吉野    功志功志功志功志 思斉館思斉館思斉館思斉館 33333333 廣岡廣岡廣岡廣岡　　　　颯颯颯颯 清剣会清剣会清剣会清剣会
3333----5555 4444----7777

16161616
ジュウジュウジュウジュウ　　　　ジョシュアジョシュアジョシュアジョシュア

イギリスイギリスイギリスイギリス
※※※※

34343434 笠原笠原笠原笠原    颯馬颯馬颯馬颯馬 思斉館思斉館思斉館思斉館
Dew　　　　Joshua 3333----8888 4444----5555

17171717 市川市川市川市川    竜也竜也竜也竜也 愛川東愛川東愛川東愛川東
※※※※

35353535 内田内田内田内田    海斗海斗海斗海斗 中中中中　　　　原原原原
3333----6666 4444----1111

18181818 齋藤齋藤齋藤齋藤    祥太郎祥太郎祥太郎祥太郎 清剣会清剣会清剣会清剣会 36363636 山田山田山田山田    雄志雄志雄志雄志 思斉館思斉館思斉館思斉館
3333----2222

19191919 小林小林小林小林    亮介亮介亮介亮介 玉玉玉玉　　　　川川川川
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中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子のののの部部部部
Girls(13-15 years old)

1111 渡部渡部渡部渡部    日向子日向子日向子日向子 思斉館思斉館思斉館思斉館 6666 柿木柿木柿木柿木    結有結有結有結有 思斉館思斉館思斉館思斉館
2222----3333 2222----5555

2222 小野小野小野小野    菜月菜月菜月菜月 中原中中原中中原中中原中 7777 藤田藤田藤田藤田    奈央奈央奈央奈央 清剣会清剣会清剣会清剣会

3333 三橋三橋三橋三橋    芽依芽依芽依芽依 桜桜桜桜　　　　会会会会
2222----7777 2222----8888

8888 新里新里新里新里    麻未麻未麻未麻未 中原中中原中中原中中原中
2222----1111 2222----2222

4444 菅沼菅沼菅沼菅沼    志帆志帆志帆志帆 上荻野上荻野上荻野上荻野 9999 吉本吉本吉本吉本    羅弥亜羅弥亜羅弥亜羅弥亜
愛愛愛愛　　　　川川川川
菅菅菅菅　　　　原原原原2222----4444 2222----6666

5555 石塚石塚石塚石塚    里織里織里織里織 愛川東中愛川東中愛川東中愛川東中 10101010 中野中野中野中野    菜桜菜桜菜桜菜桜 愛川東中愛川東中愛川東中愛川東中
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高校生男子高校生男子高校生男子高校生男子のののの部部部部
Boys(16-18 years old)

1111 小林小林小林小林    将大将大将大将大 思斉館思斉館思斉館思斉館 7777 深井深井深井深井    一冴一冴一冴一冴 厚木東厚木東厚木東厚木東

2222 吉岡吉岡吉岡吉岡    壮太壮太壮太壮太 剣親会剣親会剣親会剣親会

3333----3333 4444----4444

8888 吉野吉野吉野吉野　　　　匠匠匠匠 思斉館思斉館思斉館思斉館

3333----1111 4444----1111

3333 旭野旭野旭野旭野　　　　輝輝輝輝 厚木東厚木東厚木東厚木東 9999 市川市川市川市川    泰成泰成泰成泰成 愛愛愛愛　　　　川川川川

3333----5555 4444----6666
10101010 熊坂熊坂熊坂熊坂    勇亮勇亮勇亮勇亮 思斉館思斉館思斉館思斉館

4444----2222

4444 山口山口山口山口    公大公大公大公大 思斉館思斉館思斉館思斉館 11111111 津島津島津島津島    祥汰祥汰祥汰祥汰 剣親会剣親会剣親会剣親会

3333----2222 4444----5555

5555 三橋三橋三橋三橋　　　　誠誠誠誠 桜桜桜桜　　　　会会会会 12121212 加藤加藤加藤加藤    康平康平康平康平 厚木東厚木東厚木東厚木東

3333----4444
4444----3333

6666 錫木錫木錫木錫木    柾俊柾俊柾俊柾俊 剣親会剣親会剣親会剣親会 13131313 千野千野千野千野    貴大貴大貴大貴大 思斉館思斉館思斉館思斉館

３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

3333----6666
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一般女子一般女子一般女子一般女子のののの部部部部
Womens

1111 北村北村北村北村　　　　直子直子直子直子 厚剣厚剣厚剣厚剣クククク 17171717
チンチンチンチン    シューニンシューニンシューニンシューニン 中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国
1111----1111 2222----2222 覃覃覃覃　　　　舒宁舒宁舒宁舒宁

2222 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　幸幸幸幸 愛愛愛愛　　　　川川川川 18181818 櫛田櫛田櫛田櫛田　　　　菜生菜生菜生菜生 厚木東厚木東厚木東厚木東

1111----9999 2222----10101010

3333
ディアオディアオディアオディアオ    スースースースー

中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国

((((州州州州))))
19191919

アスンアスンアスンアスン    ゴンザレスゴンザレスゴンザレスゴンザレス
スペインスペインスペインスペイン

刁刁刁刁　　　　　　　　素素素素 1111----2222 2222----3333 Asun González

4444 水田水田水田水田    菜乃香菜乃香菜乃香菜乃香 厚木東厚木東厚木東厚木東 20202020 徳永徳永徳永徳永　　　　涼子涼子涼子涼子 愛愛愛愛　　　　川川川川

1111----13131313 2222----14141414

5555 山田山田山田山田　　　　真優真優真優真優 思斉館思斉館思斉館思斉館 21212121 笹生笹生笹生笹生　　　　浩子浩子浩子浩子 愛愛愛愛　　　　川川川川

1111----3333 2222----4444

6666
デシレデシレデシレデシレ    カスカレスカスカレスカスカレスカスカレス

スペインスペインスペインスペイン 22222222
ナターリアナターリアナターリアナターリア    ロマスロマスロマスロマス

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
Desirée Cascales

1111----10101010 2222----11111111
Nataria Ramosu

7777 関戸関戸関戸関戸    みちるみちるみちるみちる 愛愛愛愛　　　　川川川川 23232323 梅澤梅澤梅澤梅澤    奈津子奈津子奈津子奈津子 愛愛愛愛　　　　川川川川

1111----4444 2222----5555

8888
マツダマツダマツダマツダ　　　　カズヨカズヨカズヨカズヨ

イギリスイギリスイギリスイギリス 24242424 吉野吉野吉野吉野　　　　和世和世和世和世 思斉館思斉館思斉館思斉館
松田松田松田松田　　　　和世和世和世和世

25252525 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　京子京子京子京子 愛愛愛愛　　　　川川川川

1111----15151515 2222----16161616 2222----6666

9999 坂本坂本坂本坂本　　　　千穂千穂千穂千穂 思斉館思斉館思斉館思斉館 26262626
リュウリュウリュウリュウ　　　　ユエユエユエユエ 中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国
1111----5555 2222----12121212 刘刘刘刘　　　　悦悦悦悦

10101010 渡部渡部渡部渡部　　　　美里美里美里美里 愛愛愛愛　　　　川川川川 27272727 有馬有馬有馬有馬　　　　秋子秋子秋子秋子 思斉館思斉館思斉館思斉館

1111----11111111 2222----7777

11111111
シルビアシルビアシルビアシルビア    ロメラルロメラルロメラルロメラル

スペインスペインスペインスペイン 28282828 真鍋真鍋真鍋真鍋    三枝子三枝子三枝子三枝子 愛愛愛愛　　　　川川川川
Silvia Romeral 1111----6666

12121212 村村村村　　　　千夏千夏千夏千夏 厚木東厚木東厚木東厚木東 29292929 成瀬成瀬成瀬成瀬　　　　郁香郁香郁香郁香 思斉館思斉館思斉館思斉館

1111----14141414 2222----15151515
2222----8888

13131313
リュウリュウリュウリュウ    イーティンイーティンイーティンイーティン

中華台北中華台北中華台北中華台北 30303030
ヨンヨンヨンヨン    キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュン

香香香香　　　　港港港港
劉劉劉劉　　　　怡婷怡婷怡婷怡婷 1111----7777 楊楊楊楊　　　　涓涓涓涓涓涓涓涓

14141414 足立足立足立足立    加奈子加奈子加奈子加奈子 愛愛愛愛　　　　川川川川
2222----13131313

31313131
エレンエレンエレンエレン    ウォングウォングウォングウォング

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ

1111----12121212 2222----1111 Ellen Wong

15151515 田口田口田口田口    亜希子亜希子亜希子亜希子 思斉館思斉館思斉館思斉館 32323232 堤堤堤堤　　　　零花零花零花零花 厚木東厚木東厚木東厚木東

1111----8888 2222----9999

16161616

マリャーマリャーマリャーマリャー    グラツィアグラツィアグラツィアグラツィア    
コルボコルボコルボコルボ

イタリアイタリアイタリアイタリア 33333333 板原板原板原板原　　　　聡美聡美聡美聡美 愛愛愛愛　　　　川川川川
Maria Grazia Corbo

３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

1111----16161616
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一般男子一般男子一般男子一般男子３３３３段以下段以下段以下段以下のののの部部部部
Men (3-Dan and lower)

1111橘川橘川橘川橘川　　　　明明明明 思斉館思斉館思斉館思斉館 23232323村上村上村上村上　　　　将博将博将博将博 思斉館思斉館思斉館思斉館
5555----7777 6666----8888

2222鄭鄭鄭鄭　　　　根漢根漢根漢根漢 森森森森のののの里里里里 24242424菅原菅原菅原菅原　　　　勝巳勝巳勝巳勝巳 厚剣厚剣厚剣厚剣クククク
5555----1111 6666----1111

3333
ジェレミーゴーラジェレミーゴーラジェレミーゴーラジェレミーゴーラ

アメリカアメリカアメリカアメリカ
5555----15151515 6666----16161616

25252525
ディエゴディエゴディエゴディエゴ　　　　ベルトランベルトランベルトランベルトラン

アメリカアメリカアメリカアメリカ
Jeremy Gola Diego Beltran

4444
シュクラットシュクラットシュクラットシュクラット    アリバエヴアリバエヴアリバエヴアリバエヴ ｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽ

ﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝ
26262626

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド　　　　バラジッチバラジッチバラジッチバラジッチ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ

Shukhratjon Alibaev 5555----8888 6666----9999 David Balazic

5555佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　享一享一享一享一 愛愛愛愛　　　　川川川川 27272727広瀬広瀬広瀬広瀬　　　　剛剛剛剛 日日日日　　　　立立立立
5555----19191919 6666----20202020

6666
ベドゥランベドゥランベドゥランベドゥラン    ハジハリロビジハジハリロビジハジハリロビジハジハリロビジ ｵｰｽﾄﾗﾘｵｰｽﾄﾗﾘｵｰｽﾄﾗﾘｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱｱｱｱ
28282828

セルゲイセルゲイセルゲイセルゲイ    キムキムキムキム ｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽ
ﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝVedran Hadzihalilovic 5555----9999 6666----10101010  Sergey Kim

7777長谷川長谷川長谷川長谷川　　　　達樹達樹達樹達樹 上荻野上荻野上荻野上荻野 29292929及川及川及川及川　　　　雅司雅司雅司雅司 ソニーソニーソニーソニー
5555----2222 6666----2222

8888筒本筒本筒本筒本　　　　健太郎健太郎健太郎健太郎 清剣会清剣会清剣会清剣会 30303030中村中村中村中村　　　　大介大介大介大介 日産車体日産車体日産車体日産車体
5555----16161616 6666----17171717

9999藤本藤本藤本藤本　　　　正樹正樹正樹正樹 思斉館思斉館思斉館思斉館 31313131丸尾丸尾丸尾丸尾　　　　謙二謙二謙二謙二 剣親会剣親会剣親会剣親会
5555----3333 6666----3333

10101010吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　健太健太健太健太 剣親会剣親会剣親会剣親会 32323232 コリヤコリヤコリヤコリヤ----ジェフジェフジェフジェフ 毛利台毛利台毛利台毛利台
5555----10101010 6666----11111111

11111111
レオナルドレオナルドレオナルドレオナルド    ウラサキウラサキウラサキウラサキ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 33333333
ファクンドファクンドファクンドファクンド    アレーギアレーギアレーギアレーギ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
Leonardo Urasaki 5555----21212121 6666----22222222 Facund Arregui

12121212井上井上井上井上　　　　元久元久元久元久 愛愛愛愛　　　　川川川川 34343434
マイクマイクマイクマイク    ワトソンワトソンワトソンワトソン

アメリカアメリカアメリカアメリカ
5555----11111111 6666----12121212 Mike Watson

13131313
ホアンホアンホアンホアン    ブルゴブルゴブルゴブルゴ

アメリカアメリカアメリカアメリカ 35353535新倉新倉新倉新倉　　　　勝博勝博勝博勝博 ソニーソニーソニーソニー
Juan Burgos 5555----4444 6666----4444

14141414吉本吉本吉本吉本　　　　健健健健 市役所市役所市役所市役所 36363636野田野田野田野田　　　　吉剛吉剛吉剛吉剛 ニチベイニチベイニチベイニチベイ
5555----17171717 6666----18181818

15151515外園外園外園外園　　　　啓祐啓祐啓祐啓祐 日日日日　　　　立立立立 37373737薄薄薄薄　　　　貴大貴大貴大貴大 愛愛愛愛　　　　川川川川
5555----5555 6666----5555

16161616清水清水清水清水　　　　大史大史大史大史 清剣会清剣会清剣会清剣会 38383838佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　恭就恭就恭就恭就 清剣会清剣会清剣会清剣会
5555----12121212 6666----13131313

17171717
ベンベンベンベン　　　　ファレイズンファレイズンファレイズンファレイズン

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ 39393939
アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー　　　　ザアミットザアミットザアミットザアミット

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ
Ben Pharazyn 5555----20202020 6666----21212121 Anthony Zammit

18181818沼田沼田沼田沼田　　　　利夫利夫利夫利夫 毛利台毛利台毛利台毛利台 40404040
バチヨーアリバエヴバチヨーアリバエヴバチヨーアリバエヴバチヨーアリバエヴ ｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽｳｽﾞﾍﾞｷｽ

ﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝ5555----13131313 6666----14141414  Bahtiyor Alibaev 

19191919千葉千葉千葉千葉　　　　慶一慶一慶一慶一 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友 41414141井上井上井上井上　　　　宏昭宏昭宏昭宏昭 清剣会清剣会清剣会清剣会
5555----6666 6666----6666

20202020
リュウリュウリュウリュウ　　　　ティエンヨウティエンヨウティエンヨウティエンヨウ 中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国

6666----19191919
42424242鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　誠誠誠誠 愛愛愛愛　　　　川川川川

刘刘刘刘　　　　天猷天猷天猷天猷 5555----18181818

21212121
アンヅレアアンヅレアアンヅレアアンヅレア　　　　アマトアマトアマトアマト

イタリアイタリアイタリアイタリア 43434343高梨高梨高梨高梨　　　　伸宏伸宏伸宏伸宏 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友
Andrea Amato 5555----14141414 6666----7777

22222222今野今野今野今野　　　　浩浩浩浩 森森森森のののの里里里里 44444444佐佐佐佐々々々々木木木木　　　　隼人隼人隼人隼人 思斉館思斉館思斉館思斉館
6666----15151515

３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦
45454545

フージェンピンフージェンピンフージェンピンフージェンピン 中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国
5555----22222222 傅傅傅傅　　　　冰冰冰冰
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一般男子一般男子一般男子一般男子４４４４段以上段以上段以上段以上のののの部部部部((((片岡杯片岡杯片岡杯片岡杯))))
Men (4-Dan and higher)

1111足立足立足立足立    廣美廣美廣美廣美 愛愛愛愛　　　　川川川川 20202020渡部渡部渡部渡部    亮一亮一亮一亮一 愛愛愛愛　　　　川川川川
1111----7777 2222----6666

2222佐佐佐佐々々々々木木木木    多聞多聞多聞多聞 思斉館思斉館思斉館思斉館 21212121足達足達足達足達　　　　勝勝勝勝 毛利台毛利台毛利台毛利台
1111----1111 2222----1111

3333
キムキムキムキム　　　　サンレサンレサンレサンレ 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））

1111----12121212 2222----11111111
22222222岡岡岡岡　　　　宏樹宏樹宏樹宏樹 ニチベイニチベイニチベイニチベイ

金金金金    相夾相夾相夾相夾

4444
ユーユーユーユー　　　　ティンティンティンティン 中華人民中華人民中華人民中華人民

共和国共和国共和国共和国
23232323

チャンチャンチャンチャン　　　　ゴンワンゴンワンゴンワンゴンワン
香香香香　　　　港港港港

于于于于    汀汀汀汀 1111----4444 2222----3333 陳陳陳陳    廣宏廣宏廣宏廣宏

5555高梨高梨高梨高梨    善満善満善満善満 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友
1111----16161616 2222----15151515

24242424早舩早舩早舩早舩    啓介啓介啓介啓介 ソニーソニーソニーソニー

6666天岸天岸天岸天岸    和也和也和也和也 剣親会剣親会剣親会剣親会 25252525
キムキムキムキム　　　　ビョンチュルビョンチュルビョンチュルビョンチュル 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

1111----5555 2222----4444 金金金金    炳澈炳澈炳澈炳澈 （（（（ソウルソウルソウルソウル））））

7777
ペドロペドロペドロペドロ　　　　ソレイソレイソレイソレイ

スペインスペインスペインスペイン 26262626米山米山米山米山    貴祥貴祥貴祥貴祥 剣親会剣親会剣親会剣親会
Pedro Soler 1111----13131313 2222----12121212

8888田苗田苗田苗田苗    拓磨拓磨拓磨拓磨 ソニーソニーソニーソニー 27272727田代田代田代田代    尚也尚也尚也尚也 清剣会清剣会清剣会清剣会
1111----6666 2222----5555

9999岩崎岩崎岩崎岩崎    祐治祐治祐治祐治 毛利台毛利台毛利台毛利台 28282828仲亀仲亀仲亀仲亀    晃央晃央晃央晃央 思斉館思斉館思斉館思斉館
1111----18181818 2222----17171717

10101010江川江川江川江川    龍太郎龍太郎龍太郎龍太郎 毛利台毛利台毛利台毛利台

1111----19191919

29292929岩崎岩崎岩崎岩崎    一志一志一志一志 思斉館思斉館思斉館思斉館
1111----8888 2222----7777

11111111長尾長尾長尾長尾    崇司崇司崇司崇司 上荻野上荻野上荻野上荻野 30303030
ギムギムギムギム　　　　ジンハンジンハンジンハンジンハン 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））1111----2222 2222----13131313 金金金金    鎭漢鎭漢鎭漢鎭漢

12121212
ジャンジャンジャンジャン　　　　ティアオフーティアオフーティアオフーティアオフー

中華台北中華台北中華台北中華台北
1111----14141414

31313131跡上跡上跡上跡上    正光正光正光正光 毛利台毛利台毛利台毛利台
張張張張    鈞富鈞富鈞富鈞富 2222----8888

13131313山田山田山田山田    大輝大輝大輝大輝 思斉館思斉館思斉館思斉館 32323232
ロレンソロレンソロレンソロレンソ　　　　ザゴザゴザゴザゴ

イタリアイタリアイタリアイタリア
1111----9999 Lorenzo Zago

14141414 泉泉泉泉　　　　徹徹徹徹 ソニーソニーソニーソニー
2222----16161616

33333333諏訪部諏訪部諏訪部諏訪部    重信重信重信重信 愛愛愛愛　　　　川川川川
1111----17171717 2222----9999

15151515木村木村木村木村    健太郎健太郎健太郎健太郎 アマダアマダアマダアマダ 34343434
ルイスルイスルイスルイス　　　　ギオモンギオモンギオモンギオモン

ブラジルブラジルブラジルブラジル
1111----10101010 Luis Guillaumon

16161616
パクパクパクパク　　　　ビョンジュンビョンジュンビョンジュンビョンジュン 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））

2222----14141414
35353535林林林林　　　　吉祥吉祥吉祥吉祥 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友

朴朴朴朴    炳俊炳俊炳俊炳俊 2222----2222

17171717
ジュリアンジュリアンジュリアンジュリアン　　　　グロングロングロングロン

フランスフランスフランスフランス
1111----15151515

36363636中村中村中村中村    健志健志健志健志 日日日日　　　　立立立立
Julien Goullon 1111----3333 2222----10101010

18181818村田村田村田村田    陵太朗陵太朗陵太朗陵太朗 清剣会清剣会清剣会清剣会 37373737
チェンチェンチェンチェン　　　　シンフアンシンフアンシンフアンシンフアン

中華台北中華台北中華台北中華台北
1111----11111111 陳陳陳陳    信寰信寰信寰信寰

19191919岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    賢治賢治賢治賢治 日産車体日産車体日産車体日産車体
３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

2222----18181818
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一般男子一般男子一般男子一般男子４４４４段以上段以上段以上段以上のののの部部部部((((片岡杯片岡杯片岡杯片岡杯))))
Men (4-Dan and higher)

38383838 並木並木並木並木　　　　仁仁仁仁 桜桜桜桜　　　　会会会会 56565656 中野中野中野中野    裕介裕介裕介裕介 思斉館思斉館思斉館思斉館
3333----6666 4444----6666

39393939
チャンチャンチャンチャン　　　　ゴンチョンゴンチョンゴンチョンゴンチョン

香香香香　　　　港港港港 57575757
ジンジンジンジン　　　　セミンセミンセミンセミン 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

陳陳陳陳    廣俊廣俊廣俊廣俊 3333----1111 4444----1111 陳陳陳陳    世旼世旼世旼世旼 （（（（ソウルソウルソウルソウル））））

40404040 百田百田百田百田    謙吾謙吾謙吾謙吾 毛利台毛利台毛利台毛利台
3333----11111111 4444----11111111

58585858 堀堀堀堀　　　　義典義典義典義典 毛利台毛利台毛利台毛利台

41414141 藤田藤田藤田藤田    秀樹秀樹秀樹秀樹 ソニーソニーソニーソニー 59595959
ﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵ    ﾏﾝﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾞｨｱﾏﾝﾃﾞｨｱ

イタリアイタリアイタリアイタリア
3333----3333 4444----3333 Fabrizio Mandia

42424242 小寺小寺小寺小寺　　　　亮亮亮亮 思斉館思斉館思斉館思斉館
3333----15151515 4444----15151515

60606060 小島小島小島小島    和浩和浩和浩和浩 清剣会清剣会清剣会清剣会

43434343
イシバシイシバシイシバシイシバシ　　　　ヒロヨシヒロヨシヒロヨシヒロヨシ

ブラジルブラジルブラジルブラジル 61616161
ミンミンミンミン　　　　ホンシクホンシクホンシクホンシク 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））石橋石橋石橋石橋    弘善弘善弘善弘善 3333----4444 4444----4444 閔閔閔閔    紅植紅植紅植紅植

44444444 寺山寺山寺山寺山    博史博史博史博史 毛利台毛利台毛利台毛利台 62626262 相場相場相場相場　　　　健健健健 愛愛愛愛　　　　川川川川
3333----12121212 4444----12121212

45454545
エンリコエンリコエンリコエンリコ　　　　モナコモナコモナコモナコ

イタリアイタリアイタリアイタリア 63636363 中村中村中村中村    隆一隆一隆一隆一 毛利台毛利台毛利台毛利台
Enrico Monaco 3333----5555 4444----5555

46464646 尾崎尾崎尾崎尾崎    正一正一正一正一 厚剣厚剣厚剣厚剣クククク 64646464 池永池永池永池永    祐一郎祐一郎祐一郎祐一郎 ソニーソニーソニーソニー
3333----17171717 4444----17171717

47474747 玉木玉木玉木玉木　　　　亮亮亮亮 ソニーソニーソニーソニー

3333----18181818

65656565 竹内竹内竹内竹内    賢二賢二賢二賢二 ソニーソニーソニーソニー
3333----7777 4444----7777

48484848
ホンホンホンホン　　　　ソンスソンスソンスソンス 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））
66666666 藤原藤原藤原藤原　　　　勝勝勝勝 思斉館思斉館思斉館思斉館

洪洪洪洪    性洙性洙性洙性洙 3333----13131313 4444----13131313

49494949 渡部渡部渡部渡部    健太健太健太健太 愛愛愛愛　　　　川川川川 67676767
ヘススヘススヘススヘスス　　　　ゴンザレスゴンザレスゴンザレスゴンザレス

スペインスペインスペインスペイン
3333----8888 4444----8888 Jesús González

50505050
チェンチェンチェンチェン　　　　チェンリンチェンリンチェンリンチェンリン

中華台北中華台北中華台北中華台北 68686868 清水清水清水清水    照吉照吉照吉照吉 愛愛愛愛　　　　川川川川
陳陳陳陳    承霖承霖承霖承霖

51515151 浅木浅木浅木浅木    義孝義孝義孝義孝 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友
3333----16161616 4444----16161616

69696969
チューチューチューチュー　　　　グオウェイグオウェイグオウェイグオウェイ

中華台北中華台北中華台北中華台北
3333----9999 4444----9999 邱邱邱邱    國徽國徽國徽國徽

52525252 廣岡廣岡廣岡廣岡    聡幸聡幸聡幸聡幸 清剣会清剣会清剣会清剣会 70707070 木村木村木村木村    廣光廣光廣光廣光 剣親会剣親会剣親会剣親会

53535353 吉田吉田吉田吉田    勝行勝行勝行勝行 上荻野上荻野上荻野上荻野
3333----14141414 4444----14141414

71717171 谷本谷本谷本谷本    弘志弘志弘志弘志 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友
3333----2222 4444----2222

54545454 深見深見深見深見    裕二裕二裕二裕二 厚剣友厚剣友厚剣友厚剣友 72727272
キムキムキムキム　　　　キドクキドクキドクキドク 大韓民国大韓民国大韓民国大韓民国

（（（（軍浦軍浦軍浦軍浦））））3333----10101010 4444----10101010 金金金金    起得起得起得起得

55555555
アルネストアルネストアルネストアルネスト　　　　キムラキムラキムラキムラ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 73737373 鎌田鎌田鎌田鎌田    光明光明光明光明 日日日日　　　　立立立立
Ernesto Kimura
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