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16 1 34kg級 準決勝 山本　純愛 世知原小学校 長崎 ○ RSC　2R 0'53" × 古石　結愛 新栄小学校 佐賀

17 2 37kg級 決勝 カイリー友好 松原小学校 長崎 ○ RSC　1R 0'49" × 宮村　優来 春竹小学校 熊本

18 3 43kg級 認定スパー 赤松　葵空 北中城小学校 沖縄 認定 大坪　琴音 大和中学校 佐賀

19 4 31kg級 準決勝 中田　朱俐 奥古閑小学校 熊本 × RSC　2R 0'54" ○ 野副丈一郎 春日北小学校 佐賀

20 5 31kg級 準決勝 利光　琉星 大幡小学校 大分 ○ RSC　3R 1'22" × 中嶋　龍信 古蔵小学校 沖縄

21 6 34kg級 準決勝 八谷　徹真 高木瀬小学校 佐賀 ○ RSC　1R 0'49" × 竹内　優衣 板付小学校 福岡

22 7 34kg級 準決勝 松本　陸空 普天間第二小学校 沖縄 × RSC　2R 0'57" ○ 中竹　蒼空 白坪小学校 熊本

23 8 37kg級 準決勝 川畑　諒弥 詫麻西小学校 熊本 ○ P 3-2 × 山田　寛真 東与賀小学校 佐賀

24 9 37kg級 準決勝 川渕　珠生 開南小学校 沖縄 ○ 不戦 × 大内　太雅 北部小学校 大分

25 10 48kg級 決勝 新垣愛梨涼 嘉数中学校 沖縄 × P 2-3 ○ 堀田　優奈 北野中学校 福岡

26 11 36kg級 決勝 小島　蒼空 前原東中学校 福岡 ○ RSC　1R 1'34" × 嶋田　省吾 稙田中学校 大分

27 12 39kg級 準決勝 坂木　悠斗 宇土市立宇土鶴城中学校 熊本 × RSC　2R 0'50" ○ 山口　直樹 郡中学校 長崎

28 13 42kg級 準決勝 瀬戸山稜人 日章学園中学校 宮崎 ○ P 5-0 × 岩本　歩積 相知中学校 佐賀

29 14 42kg級 準決勝 新垣　輝真 嘉数中学校 沖縄 × P 0-5 ○ 谷川　大心 日宇中学校 長崎

30 15 45kg級 準決勝 山田　心 日章学園中学校 宮崎 ○ RSC　3R 1'00" × 望月　大和 熊本市立二岡中学校 熊本

31 16 45kg級 準決勝 杉谷　漣 鍋島中学校 佐賀 × P 2-3 ○ 中嶋　愛士 古蔵中学校 沖縄

32 17 48kg級 準決勝 所　純平 日章学園中学校 宮崎 ○ RSC　3R 1'18" × 茂田　瑛人 前原中学校 福岡

33 18 48kg級 準決勝 筒井　颯人 城北中学校 佐賀 ○ RSC　3R 0'28" × 恩河　謙介 那覇中学校 沖縄

34 19 51kg級 準決勝 奈須　皇河 日章学園中学校 宮崎 ○ P 5-0 × 古堅　雄大 北中城中学校 沖縄

35 20 51kg級 準決勝 福井　滉 唐津市立鏡中学校 佐賀 × P 0-5 ○ 田原　龍成 牟田山中学校 福岡

36 21 54kg級 準決勝 小松　大和 日出中学校 大分 × P 0-5 ○ 宮里　阿連 嘉数中学校 沖縄

37 22 54kg級 準決勝 秋山　一真 城北中学校 佐賀 × P 2-3 ○ 黒田　右恭 日章学園中学校 宮崎

38 23 57kg級 準決勝 桐畑　憲伸 霧丘中学校 福岡 ○ RSC　1R 1'33" × 齋藤　和真 熊本市立下益城城南中学校 熊本

39 24 57kg級 準決勝 近藤　盤 吉井中学校 長崎 × 不戦 ○ 田中　優輝 東串良中学校 鹿児島

40 25 64kg級 決勝 生島　愛記 大川桐薫中学校 福岡 × RSC　2R 0'27" ○ 川南　龍煌 城東中学校 佐賀
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