
階級 優　勝 所属 準　優　勝 所属 ３　位 所属 ３　位 所属

幼児の部 吉田敦 長崎 松本昌丸 福岡 野田雄生 佐賀 嬉野大貴 佐賀

小学１年男子 加茂翼 福岡 原田空 福岡 野田聖人 佐賀 西坂侑 佐賀

小学２年軽量男子 田川花道 熊本 川原宙大 佐賀 寺平凌真 長崎 居石拓真 大分

小学２年重量男子 長谷川季瑠 宮崎 徳田正輝 福岡 松本卓丸 福岡 蔭平蓮 長崎

小学３年軽量男子 森川光 福岡 山田陸 佐賀 加藤太一 福岡 吉田瑛 長崎

小学３年重量男子 徳島悠生 佐賀 森川亘 福岡 柿元悠希 大分 山崎智仁 長崎

小学４年軽量男子 長谷川隼耶 宮崎 志垣颯汰 熊本 齋藤鴻志 熊本 河合慶吾 福岡

小学４年重量男子 奥村亮太 長崎 髙瀬和志 福岡 川添啓史 佐賀 中西宏将 熊本

小学５年軽量男子 廣田龍信 熊本 長谷川晃暉 宮崎 増崎諒 福岡 平塚虹希 福岡

小学５年重量男子 齋藤正宗 熊本 蔭平芹河 長崎 廣畑篤夢 福岡 黒田晃平 佐賀

小学６年軽量男子 永坂吏羅 宮崎 青栁陽太 長崎 蔵田悠杜 大分 池田駿 長崎

小学６年重量男子 中西一将 熊本 山田真生 佐賀 髙瀬日明 福岡 小柳岬樹 佐賀

小学１年女子 井上みづき 福岡 志垣杏佳 熊本 高石暖花 大分 石川らん 佐賀

小学２年女子 野田里香子 熊本 井上加奈子 福岡 西元美羽 大分 永松美咲 大分

小学３年女子 神近葵子 長崎 清島希蘭々 長崎 平塚綾乃 福岡 岩谷智華子 長崎

小学４年女子 平林霞 長崎 山本悠菜 熊本 安東果恵 福岡 米田優 熊本

小学５年女子 谷口瀬里奈 長崎 吉長咲花 長崎 岩谷蓮美 長崎 松本海七 長崎

小学６年女子 金石彩花 大分 古賀くるみ 福岡 神近塔子 長崎 田川春一 熊本

中学１年男子 廣田翔栄 熊本 山崎省吾 長崎 川越開斗 熊本 西田亮 熊本

中学２・３年軽量男子級 濱崎弘平 大分 金石聖崇 大分 古賀靖敏 福岡 中原睦望 福岡

中学２・３年重量男子級 浅野聖也 福岡 野口政次朗 佐賀 井上広聖 福岡 柿元敦 大分

中学１年女子 西村真利愛 熊本 井出美由紀 長崎 Pクランワリー 福岡 寺岡郁美 福岡

中学２・３年軽量女子級 戸敷晃美 宮崎 坂本百合奈 熊本 浅野雪絵 福岡

中学２・３年重量女子級 中西美有 熊本 長野聖子 大分 南日奈子 大分

フィン級男子 藤崎涼太 福岡 秋山啓介 福岡 坂田賢成 熊本 粟田悠太郎 宮崎

フライ級男子 中山北斗 熊本 永松将弥 大分 池田啓輔 佐賀 麻生健介 福岡

バンタム級男子 重松威一郎 熊本 内村嵐 福岡 永坂玲央 宮崎 松本隆志 長崎

フェザー級男子 松本宇生 熊本 平井秀樹 福岡 山中佳樹 宮崎 道山新 福岡

統合ウェルター級男子 阪上弘一 熊本 中里佑介 福岡 関大介 福岡 秀崎康隆 福岡

統合ヘビー級男子 牧野信一 熊本 南弘明 大分 黒江博史 福岡 酒井勇 福岡

統合フライ級女子 冨安美絵子 福岡 神近桃子 長崎 天山恵理子 福岡 吾妻枝里香 長崎

バンタム級女子 扇絵里 福岡 西野由希子 熊本 後藤花菜 大分 新二日市光希 宮崎

フェザー級女子 瀬尾莉子 長崎 本田千尋 熊本 渡辺愛里 宮崎
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