
競技種目 期日 種別 県枠

男子シングルス 4 坂本　武尊 大野 山口　秀輝 日宇 福島　佑太朗 早岐 下川　大輝 早岐

女子シングルス 4 瀬尾　心美 広田 赤波江　そら 崎辺 坂本　芭奈 相浦 田口　円海 日宇

倉岡　叶汰 山本　凌駕 上村　彬史 井手　祐希

松岡　智也 金子　凌 野口　龍門 菊地　真光

江口　咲礼紗 竹山　千尋 江口　真弥 吉元　歩

鳥巢　穂乃香 坂口　美沙姫 山口　摩萌 村田　梨々花

男子 4 太田　結悠 日宇 山口　晃明 山澄 馬場﨑　朝陽 日宇 前田　有海 早岐

山口　晃明 山澄 前田　有海 早岐 黒田　将太 大野

女子 4 坂本　真菜 佐々 辻　涼香 愛宕 武田　かのか 山澄 武田　みなみ 山澄

坂本　真菜 佐々 辻　涼香 愛宕 荒木　由梨香 光海

新体操 9 女子 4 井手　美羽音 佐々 篠　侑佐 佐北 篠　和佐 佐北 太田　美月 佐々

男子 4 永吉　和馬 清水 瀬之口勇希亜 日宇 山口　尊輝 小佐々 松尾　怜武 佐々

女子 2 一ノ瀬　千夏 日宇 加賀　叶多 佐々 橋口　日向奈 清水 水田　菫 聖和

男子５０ｋｇ級 1 立石　藍輝 世知原 中尾　健人 山澄 立石　洸之介 世知原 重川　璃嬉 相浦

男子５５ｋｇ級 1 宮原　陽々輝 相浦 中里　優介 相浦 金子　隼平 佐々

男子６０ｋｇ級 1 浦　麻月 崎辺 吉田　壮太 吉井 楠本　光星 世知原 松田　祐典 小佐々

男子６６ｋｇ級 1 深江　雄渡 小佐々 臼井　勇惺 相浦 林　琥博 三川内 末吉　泰雅 相浦

男子７３ｋｇ級 1 塩　寛太朗 山澄 川野　功輝 大野 大石　龍征 佐々 黒川　怜 小佐々

男子８１ｋｇ級 1 竹内　寛之 吉井 古賀　光 東明

男子９０ｋｇ級 1 池田　健真 中里 山口　功太朗 早岐 木寺　雄哉 大野 山田　倫大 小佐々

男子９０ｋｇ超級 1

女子４０ｋｇ級 1

女子４４ｋｇ級 1

女子４８ｋｇ級 1 吉田　恵梨 吉井

女子５２ｋｇ級 1 河野　未憂 中里 長谷川　なつき 祇園 岩井　静帆 佐々

女子５７ｋｇ級 1 藤永　朝海 佐々

女子６３ｋｇ級 1 池田　優和 吉井

女子７０ｋｇ級 1 草野　照代 小佐々

女子７０ｋｇ超級 1 德久　夏帆 吉井

男子シングルス 4 辻　雅輝 光海 波多江　美斗 愛宕 樋口　雅人 光海 佐野　亜希人 愛宕

女子シングルス 4 柏木　凛香 光海 佐野　久留実 愛宕 山口　鈴七 光海 石橋　心 日野

犬塚　健太 石隈　駿佑 德田　琢士 山口　颯太

山口　和希 牟田　真人 太田　勇希 近藤　崚平

若井　咲季 中村　里汐 小田代　月 神﨑　風花

山口　莉奈 吉富　杏 田川　歩実 古川　ひまり

男組手 4 後藤　朋也 早岐 辻　陸翔 早岐 木村凌一朗 中里 永田　天士 大野

女組手 4 盛田　優月 早岐 張原　舞乃 世知原 市瀬　優澪 相浦 平野　菜月 大野

男形 4 田中　衛太 愛宕 橋口颯太朗 佐世保北 藤永　龍人 佐世保北 河内　将吾 世知原

女形 4 中村　美晴 中里 川下　怜華 相浦 盛田　優月 早岐 平野　菜月 大野
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