
No 種目 優勝 準優勝 第3位 第3位

【組手】団体

一般男子

【組手】個人 渡辺隆裕 大川雄大 中村颯人 髙橋淳也

一般男子 中京会 水風会名東 河野道場 新日鐡住金

【組手】個人 矢方智子

一般女子 俊和会本部

【組手】個人 三田渓太 伊藤颯彪 鈴木将大 櫻井翔馬

高校男子 東邦高校 星城高校 東邦高校 豊川高校

【組手】個人 松下優里 畑野真悠 升田沙奈 永井涼

高校女子 星城高校 星城高校 星城高校 東邦高校

【組手】個人 伊藤悠 内藤大達 前泊南斗偉 梶田壮汰

中学3年男子 生和会 水風会名東 育英館 小牧

【組手】個人 山口凱 日置康介 久留宮一輝 加藤久挙

中学2年男子 名空会研修 育英館 中京会 中京会

【組手】個人 小嶋侑 上野凌汰 今井陽大 重吉駿汰

中学1年男子 水風会名東 水風会石黒 水風会江南 水風会名東

【組手】個人 土方琴未 寺澤紗良 原田紋好 長戸彩喜

中学生 女子 水風会石黒 岩倉 俊和会本部 岩倉

【組手】個人 安井碧波 園部絆 亀山太一 梶田純平 墨匠朗 下城佐介 米倉純志 濵田拓 大西翔太 水野光琉

小学生男子5.6年 水風会名東 知空会安城 岩倉 小牧 数井義英 立野瑠唯 中村飛天 柴田光 岡村匠眞 橋口凌空

【組手】個人 大野寧 市川幸歩 水谷空来 内海麻利菜 横井歩夢 鈴木彩月

小学生女子5.6年 水風会愛西 水風会愛西 育英館 育英館 今井帆菜 上垣内柚季

【組手】個人 亀山仁 山本晴也 出口己太郎 山本陸斗 水野颯帝 梶田昌稔 近藤善太 竹ノ内皇芽 前田夏維 河口大介

小学生男子3.4年 岩倉 豊橋富士見 練成館古城 育英館碧南 山本雄也 土屋太地 足木晴哉 河村孔太 吉田楓 神田晴信

【組手】個人 上垣内里帆 福井美柔 梶浦咲良 上垣内万結 長田愛瑠 綾部愛華

小学生女子3.4年 水風会愛西 一宮大和 俊和会本部 水風会愛西 澤田結衣 岡村心春

【組手】個人 大野心華 阪野克弥 杉浦妃乃 池田陽 坂本龍樹 福田雄基

小学生男女1.2年 水風会愛西 中京会 愛空塾半田 知空会安城 小野塚慶次 福田一博

【 形 】個人 稲葉勇治 稲葉大輔 加藤正人 伊藤瑠威

一般男子 中京会 中京会 知空会春日井 錬成館

【 形 】個人 畠中ほのか 鈴木夏帆 松下優里 鈴木愛梨

一般高校女子 小牧 愛空塾半田 星城高校 育英館碧南

【 形 】個人 中川勇斗 櫻井拓海 島川涼雅 藤井澪

高校男子 知空会安城 士空会 東邦高校 小牧

【 形 】個人 桂川凌一 野嶋匠 日置康介 吉水洸凱 野田涼太 佐藤秀政

中学生男子 名空会研修 育英館 育英館 錬成館 小椋一瑳 亀山空育

【 形 】個人 菊池ひかる 桂川こなつ 岩橋のどか 市川紗波

中学生女子 水風会名東 名空会研修 愛空塾半田 小牧

【 形 】個人 古橋知也 水野光琉 永井天舞 石川丈慈 水野るる 中野日向詩 浅井梓恵奈 森山泰雅 安井碧波 澤田大和

小学生有段 名空会研修 名空会豊田 知空会安城 知空会安城 岡田來々 中濱龍太郎 立野瑠唯 岡村匠眞 村瀬蓮奈 山本雄也

【 形 】個人 兵太良 内田結菜 刑部隼人 阪野佑弥 磯田楽來 加藤鞍次 田中唯織 根本蒼大 三澤京介 水谷礼

小学生有級5.6年 錬成館 錬成館 名空会研修 中京会 長坂茂弥 斎藤海希 横井歩夢 泉山友煌 近藤結人 宮島千華

【 形 】個人 刑部隼人 水野颯帝 梶浦咲良 出口己太郎 森井心春 梶田昌稔 井上瑛心 亀山仁 吉水心彩 縣謙信

小学生有級3.4年 名空会研修 名空会豊田 俊和会本部 錬成館古城 宮島虎資 加藤瑞己 満島銀次朗 板谷凌冴 吉川楓 比地諒汰郎

【 形 】個人 澤田未来 永田恭史朗 近藤万愛 村瀬仁胡 阪野克弥 池田陽 池田匡悟 高取柑那 梶田恵莉香 花井海利

小学生有級1.2年 愛空塾半田 小牧 練成館古城 愛空塾知多 平田咲空 長崎孝祐 坂本龍樹 永井天聖 坂井琴音 木村莉子
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