
番号 名前 道場 備考
広島 1 坂澤　皇祐 広島己斐道場 ジュニア選手
広島 2 閑田　啓士朗 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
福山 3 児森　咲斗 戸手剣道教室 ジュニア選手
三原 4 今田　遥馬 育誠舘道場 ジュニア選手

東広島 5 松村　歩夢 黒瀬剣道教室 ジュニア選手
福山 6 平佐　天雅 福山東雲会 ジュニア選手

東広島 7 森脇　弘智 東広島剣道クラブ ジュニア選手
広島 8 坂井　匠美 草津剛剣会 ジュニア選手
広島 9 嶋内　泰誠 広島市南錬成会 ジュニア選手
広島 10 冨田　大晴 広島己斐道場 ジュニア選手
広島 11 岡本　隼 中筋スポーツ少年団 ジュニア選手

東広島 12 山下　息吹 黒瀬剣道教室 ジュニア選手
福山 13 宮脇　龍心 戸手剣道教室 ジュニア選手
三原 14 多智花　悠太 育誠館道場 ジュニア選手
広島 15 児玉　夏琉 五剣会五月が丘支部 ジュニア選手
福山 16 安原　悠輝 克己剣心会 ジュニア選手
福山 17 上堀　秀真 新市剣道教室 ジュニア選手
三次 18 城崎　蓮樹 向原剣道スポーツ少年団 ジュニア選手
広島 19 奥　和樹 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
広島 20 木下　一心 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
福山 21 三原　実織 宜山剣道教室 ジュニア選手

東広島 22 森川　優奈 海田東剣道教室 ジュニア選手
呉 23 上野　紅 阿賀剣光会 ジュニア選手

福山 24 藤川　葵 福山東雲会 ジュニア選手
広島 25 近藤　咲智 中筋スポーツ少年団 ジュニア選手
広島 26 安岡　杏珠 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手

呉 27 平田　莉子 安浦一心館 ジュニア選手
三次 28 斎藤　来春 八次剣道スポーツ少年団 ジュニア選手

東広島 29 佐多　そよか 府中中央剣道クラブ ジュニア選手
呉 30 垰田　結花 安浦一心館 ジュニア選手

広島 31 増田　海雨 心成館もみじ道場 ジュニア選手
東広島 32 有場　愛 東広島剣道クラブ ジュニア選手

広島 33 岩本　芽生 中筋スポーツ少年団 ジュニア選手
呉 34 相原　直 広剣誠会 地区推薦
呉 35 加茂　風弥 阿賀剣光会 地区推薦
呉 36 竹本　一颯 仁方剣友会 地区推薦

三原 37 西原　菊 三原武道館 地区推薦
三原 38 谷水　大翔 三原武道館 地区推薦
三次 39 藤川　晟太 吉舎剣友会 地区推薦
三次 40 藤原　雄大 北辰会 地区推薦
三次 41 高橋　陸 向原剣道スポーツ少年団 地区推薦
三次 42 谷本　滉太朗 粟屋スポーツ少年団 地区推薦
福山 43 山下　幸希 福山東雲会 地区推薦
福山 44 若林　安里 克己剣心会 地区推薦
福山 45 加賀　萌衣紗 新市剣道教室 地区推薦

東広島 46 吉澤  遼真 西条町剣道スポーツ少年団 地区推薦
東広島 47 尾方　優来 青春英龍館道場 地区推薦
東広島 48 大庭　有翔 海田剣道教室 地区推薦
東広島 49 橘高　慧人 府中南剣道クラブ 地区推薦

広島 50 芳賀　亮介 養心館 地区推薦
広島 51 藤田　蒼也 広島市南錬成会 地区推薦
広島 52 村岡　美紀 牛田新町剣道クラブ 地区推薦
広島 53 金沢　美咲 広島明道舘 地区推薦
広島 54 大江　美海 原剣心会 地区推薦
広島 55 櫻井　寿々花 湯来南剣友会 地区推薦

西 56 山岡  真誠 剣志会 地区推薦
西 57 忍谷　香歩 剣志会 地区推薦

福山 58 森井　大貴 戸手剣道教室 県連推薦
広島 59 木川　遥登 中筋スポーツ少年団 県連推薦
広島 60 伊達　藤右衛門 広島己斐道場 県連推薦
福山 61 村上　智恵 福山東雲会 県連推薦
福山 62 小野　努来 戸手剣道教室 県連推薦
福山 63 波多　優香 克己剣心会 県連推薦
三原 64 民宅　真弘 尾道かもめ会 県連推薦
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番号 名前 道場 備考
呉 1 吉川　鉄平 呉悠心会 ジュニア選手
呉 2 津口　楽心 阿賀剣光会 ジュニア選手

東広島 3 湊谷　瑛太 海田剣道教室 ジュニア選手
広島 4 須麻　虎太朗 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
広島 5 三宅　航平 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
三原 6 野谷　颯真 育誠館道場 ジュニア選手
福山 7 田邉　光陽 福山東雲会 ジュニア選手
広島 8 木下　幸優 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
広島 9 増田　海皇 心成館もみじ道場 ジュニア選手

東広島 10 福岡　亮馬 青春英龍館道場 ジュニア選手
東広島 11 武田　竜絆 青春英龍館道場 ジュニア選手
東広島 12 大道　功暉 東広島剣道クラブ ジュニア選手

呉 13 石井　優陽 川尻求道館 ジュニア選手
西 14 三河　武臣 剣志会 ジュニア選手

福山 15 皿田　唯人 道上剣友会 ジュニア選手
福山 16 前原　紗那 道上剣友会 ジュニア選手

東広島 17 磯辺　彩月 黒瀬剣道教室 ジュニア選手
三次 18 重廣　愛奈 八次剣道スポーツ少年団 ジュニア選手

東広島 19 江野脇　水怜 青春英龍館道場 ジュニア選手
広島 20 黒川　明希 心成館もみじ道場 ジュニア選手

東広島 21 山田　彩乃 海田東剣道教室 ジュニア選手
三次 22 山本　麻琴 八次剣道スポーツ少年団 ジュニア選手
広島 23 大上　葵子 毘沙門台剣道教室 ジュニア選手
三原 24 辻　咲空 竹原つばめ会 ジュニア選手

東広島 25 片平　朱音 青春英龍館道場 ジュニア選手
呉 26 佐藤　翔真 広正気会 地区推薦
呉 27 高田　旺輔 広正気会 地区推薦
呉 28 増本　星蘭 広正気会 地区推薦
呉 29 山本　皓士郎 呉悠心会 地区推薦

三原 30 柴﨑　那月 三原武道館 地区推薦
三原 31 崎田　優介 三原武道館 地区推薦
三次 32 新井　虎太郎 八次剣道スポーツ少年団 地区推薦
三次 33 高下　真奈美 北辰会 地区推薦
福山 34 和田　壮平 克己剣心会 地区推薦
福山 35 小林　奨 小畠剣道教室 地区推薦
福山 36 内田　湊人 宜山剣道教室 地区推薦
福山 37 上野　耕太郎 宜山剣道教室 地区推薦

東広島 38 佐賀　葵 東広島剣道クラブ 地区推薦
東広島 39 藤村　泰地 黒瀬剣道教室 地区推薦
東広島 40 小川  雄輝 海田剣道教室 地区推薦
東広島 41 進野  咲路 府中中央剣道クラブ 地区推薦

広島 42 清原　航士朗 凜風館道場 地区推薦
広島 43 豊田　未耶 心成館もみじ道場 地区推薦
広島 44 池田　結希 凜風館道場 地区推薦
広島 45 梅本　芹奈 広島己斐道場 地区推薦
広島 46 西岡　ももか 毘沙門台剣道教室 地区推薦
広島 47 村上　悠奈 真亀剣心会 地区推薦
福山 48 梅田　隆雅 宜山剣道教室 県連推薦
広島 49 山﨑　創介 矢野剣志会 県連推薦
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呉 1 橋本　惺吾 安浦一心館 地区推薦
呉 2 平田　紗菜 安浦一心館 地区推薦
呉 3 弓矢　壮助 阿賀剣光会 地区推薦
呉 4 久保　花乃 阿賀剣光会 地区推薦
呉 5 賀谷　宗一郎 呉悠心会 地区推薦
呉 6 竹藤　颯祐 呉悠心会 地区推薦

三原 7 久保　心春 竹原つばめ会 地区推薦
三原 8 北村　将士 尾道かもめ会 地区推薦
三次 9 藤川　紗千 吉舎剣友会 地区推薦
三次 10 竹尾　円結 修身館 地区推薦
三次 11 平林　隼汰 八次剣道スポーツ少年団 地区推薦
福山 12 三島　碧羽 道上剣友会 地区推薦
福山 13 前本　渚 道上剣友会 地区推薦
福山 14 寒竹　琉生 福山東雲会 地区推薦
福山 15 井原　哲平 久佐剣道教室 地区推薦
福山 16 福島　陸人 克己剣心会 地区推薦
福山 17 藤井　遥人 新市剣道教室 地区推薦

東広島 18 森脇　真央 東広島剣道クラブ 地区推薦
東広島 19 内田　虹 青春英龍館道場 地区推薦
東広島 20 野坂　岳冬 青春英龍館道場 地区推薦
東広島 21 苫米地  銀 海田剣道教室 地区推薦
東広島 22 植野  楓 海田剣道教室 地区推薦
東広島 23 髙本  朱唯 海田剣道教室 地区推薦

広島 24 村上　貴一 広島市南錬成会 地区推薦
広島 25 加藤　朋己 広島西風道場 地区推薦
広島 26 大田　悠月 中筋スポーツ少年団 地区推薦
広島 27 一色　航作 毘沙門台剣道教室 地区推薦
広島 28 寺岡　慈晴 広島己斐道場 地区推薦
広島 29 佐藤　桜子 宇品体協剣道部 地区推薦
広島 30 高田　真央 凜風館道場 地区推薦
広島 31 清水　華音 養心館 地区推薦
広島 32 加ニ谷　叶望 広島市南錬成会 地区推薦
広島 33 佐々木　和佳奈 広島西風道場 地区推薦
広島 34 南原　柚希 毘沙門台剣道教室 地区推薦
広島 35 白石　由妃乃 五剣会五月が丘支部 地区推薦

西 36 柳井斗希 剣志会 地区推薦
広島 37 岩元　尋 広島己斐道場 県連推薦
福山 38 山本　来羽 福山南剣友会 県連推薦

呉 39 椎野　尊太 呉悠心会 県連推薦
広島 40 井上　みのり 広島己斐道場 県連推薦
広島 41 桒田　樹 宇品体協剣道部 県連推薦
広島 42 倉田　啓自 五剣会五月が丘支部 県連推薦
広島 43 坂澤　栄祐 広島己斐道場 県連推薦
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