
順位 種目 所属 氏名 武階 氏名 武階 得点 決勝進出

1 男子自由単独演武 予選 福岡第一高校 岩男　洸輝 二段 268.0 ○

2 男子自由単独演武 予選 新宮高校 末松　竜馬 二段 264.5 ○

3 男子自由単独演武 予選 東福岡高校 宮本　晃乃介 二段 262.0 ○

4 男子自由単独演武 予選 三池高校 式　潤成 初段 261.5 ○

5 男子自由単独演武 予選 柏陵高校 村上　璃音 二段 260.5 ○

6 男子自由単独演武 予選 柳川高校 藤吉　隆成 二段 259.5 ○

7 男子自由単独演武 予選 北筑高校 髙村　魁利 三段 259.0

8 男子自由単独演武 予選 城南高校 古賀　玲志 二段 257.0

9 男子自由単独演武 予選 東海大学付属福岡高校 高宗　大暉 見習 255.5

10 男子自由単独演武 予選 八女学院高校 宮原　章 １級 248.5

1 男子自由単独演武 本選 福岡第一高校 岩男　洸輝 二段 267.0

2 男子自由単独演武 本選 新宮高校 末松　竜馬 二段 264.5

3 男子自由単独演武 本選 柳川高校 藤吉　隆成 二段 261.0

4 男子自由単独演武 本選 東福岡高校 宮本　晃乃介 二段 261.0

5 男子自由単独演武 本選 三池高校 式　潤成 初段 260.0

6 男子自由単独演武 本選 柏陵高校 村上　璃音 二段 258.0

1 女子自由単独演武 予選 常磐高校 志村　美空 三段 263.0 ○

2 女子自由単独演武 予選 福岡中央高校 宮野　葉 二段 260.5 ○

3 女子自由単独演武 予選 福岡中央高校 梶原　夏美 二段 259.0 ○

4 女子自由単独演武 予選 大宰府高校 杉本　未友華 二段 258.5 ○

5 女子自由単独演武 予選 久留米工業高等専門学校 石橋　梨央 ２級 255.5 ○

6 女子自由単独演武 予選 福岡大学附属若葉高校 濱﨑　凜々 初段 255.5 ○

7 女子自由単独演武 予選 福岡中央高校 西　実日子 二段 254.5

8 女子自由単独演武 予選 新宮高校 齋藤　彩佳 二段 252.0

9 女子自由単独演武 予選 福岡高校 姥　心春 二段 249.0

10 女子自由単独演武 予選 小倉南高校 則本　優月 初段 248.0

11 女子自由単独演武 予選 古賀竟成館高校 秋山　あんじ 見習 247.0

12 女子自由単独演武 予選 小倉高校 角　龍玲 初段 244.5

1 女子自由単独演武 本選 福岡中央高校 宮野　葉 二段 263.0

2 女子自由単独演武 本選 福岡中央高校 梶原　夏美 二段 263.0

3 女子自由単独演武 本選 常磐高校 志村　美空 三段 261.0

4 女子自由単独演武 本選 大宰府高校 杉本　未友華 二段 256.5

5 女子自由単独演武 本選 久留米工業高等専門学校 石橋　梨央 ２級 255.5

6 女子自由単独演武 本選 福岡大学附属若葉高校 濱﨑　凜々 初段 253.5

1 男子団体演武 本選 希望が丘高校 263.5

順位 種目 所属 氏名 武階 氏名 武階 規定 自由 合計

1 男子自由組演武 本選 希望が丘高校 那須　心星 三段 横山　琉葵 二段 266.0 269.0 535.0

2 男子自由組演武 本選 希望が丘高校 横山　瞳磨 三段 神林　海 １級 257.5 262.5 520.0

3 男子自由組演武 本選 常磐高校 山口　大輝 初段 塚田　航大 ３級 253.0 256.5 509.5

4 男子自由組演武 本選 希望が丘高校 吉岡　真那人 ２級 福永　龍樹 ２級 251.5 256.0 507.5

5 男子自由組演武 本選 常磐高校 中嶋　智貴 ３級 小田　龍聖 １級 失格 252.5 252.5

1 女子自由組演武 本選 常磐高校 井町　和音 初段 田原　ミレナ 二段 255.5 261.0 516.5

2 女子自由組演武 本選 小倉東高校 後藤　優茉 三段 田中　紗希 初段 256.5 256.0 512.5

3 女子自由組演武 本選 朝倉東高校 熊本　あい 初段 花田　裕紀子 初段 255.5 256.0 511.5
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