
第１３回全国高等学校選抜少林寺拳法大会結果　（１／２） ２０１０年３月２７、２８日  少林寺拳法連盟本部

男子規定組演武 女子規定組演武
順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 千葉 桜林高校 内山田駿太(２級) 中原　隆二(２級) 253 1 東京 富士見丘高校 佐原　まい(３級) 立花佳奈子(３級) 259

2 兵庫 報徳学園高校 松峰　　基(１級) 三神　一章(２級) 253 2 青森 三本木高校 川口　理香(２級) 金田　瞭子(２級) 258

3 岡山 関西高校 竹本　貴馬(１級) 高橋　　快(１級) 252 3 和歌山 笠田高校 小林久瑠美(２級) 坂　茉那美(２級) 257

4 奈良 奈良一条高校 河田　龍一(１級) 中西　統大(１級) 252 4 岡山 岡山工業高校 岡　　侑希(２級) 片上　　光(２級) 257

5 山口 萩商工高校 岡村　冬馬(１級) 長掛　秀之(１級) 251 5 兵庫 葺合高校 中尾　友香(１級) 福島　瑞歩(３級) 257

6 宮崎 都城工業高校 吉田慎太郎(３級) 吉本　　稜(３級) 251 6 静岡 聖隷クリストファー高校 荒井　春奈(２級) 竹本　　桃(２級) 256

7 埼玉 川越東高校 浅野　雄大(２級) 土屋　翔大(２級) 251 7 京都 京都女子高校 堀　　颯希(３級) 田丸明日香(３級) 255

8 兵庫 報徳学園高校 木谷　巨成(２級) 有馬　成人(２級) 250 8 東京 国立高校 奥泉理佐子(３級) 平野　裕子(３級) 254

9 埼玉 川越東高校 倉井　翔一(２級) 中島　拓也(２級) 250 9 奈良 奈良一条高校 中田　望美(１級) 西垣　　葵(１級) 252

10 青森 十和田工業高校 阪本　健太(２級) 新田　優也(２級) 249 10 兵庫 葺合高校 鷹尾　成美(１級) 山口　由夏(３級) 252

11 兵庫 相生産業高校 松原浩太郎(２級) 山下　裕生(２級) 248 11 埼玉 越ケ谷高校 谷内美和子(３級) 西浦かおる(３級) 251

12 兵庫 報徳学園高校 石井　秀明(２級) 泉　　貴寛(２級) 248 12 青森 三本木高校 小山石佳苗(２級) 飯豊菜津実(２級) 251

12 埼玉 いずみ高校 大城ツヨシ(２級) 田実　裕将(２級) 248 13 埼玉 越ケ谷高校 中谷　朱里(３級) 山田　晃子(３級) 251

12 新潟 新潟東高校 高橋　圭太(３級) 渡辺　飛鳥(３級) 248 14 群馬 桐生高校 井野　良美(３級) 金子　瑞希(３級) 250

15 静岡 聖隷クリストファー高校 伊藤　颯馬(２級) 江間　信哉(２級) 247 15 兵庫 姫路商業高校 金山　　遥(２級) 北風里沙子(２級) 249

16 愛媛 新田高校 長野　将也(１級) 菊口　勝利(１級) 246 16 茨城 土浦第二高校 小倉　育穂(１級) 寺田　朋代(１級) 246

17 和歌山 神島高校 川嵜　一誠(２級) 稗田　裕之(２級) 243

男子自由組演武 女子自由組演武
順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 埼玉 川越東高校 日野　翔太(初段) 村越　雄磨(初段) 257 1 大阪 好文学園女子高校 倉松　瑞樹(初段) 大石　　涼(初段) 260

2 兵庫 報徳学園高校 河野　北斗(二段) 瀧井　颯人(二段) 256 2 兵庫 姫路商業高校 田嶋　めい(二段) 堀尾　　愛(二段) 259

3 兵庫 姫路商業高校 野口　将司(三段) 豊島　崇寛(二段) 256 3 埼玉 越ケ谷高校 前田　　唯(初段) 槙島　明子(初段) 257

4 神奈川 桐蔭学園高校 庄司　昌寛(初段) 橋詰　享亮(初段) 255 4 東京 富士見丘高校 落合　真寿(初段) 鈴木百合香(初段) 257

5 広島 広島城北高校 神本　恭介(二段) 岸　　聖之(二段) 254 5 兵庫 姫路商業高校 友久裕佳子(初段) 中川絵里奈(初段) 257

6 埼玉 川越東高校 鈴木　　慎(初段) 矢島　朋尭(初段) 254 6 和歌山 南部高校 田中　里奈(初段) 東久保　藍(初段) 256

7 和歌山 神島高校 中井　崚平(二段) 石神　直之(初段) 253 7 和歌山 笠田高校 林　　咲里(初段) 坂　実都世(初段) 256

8 福岡 常磐高校 多田　基一(二段) 米岡　　諄(二段) 253 8 大阪 泉北高校 岩井　美希(二段) 玉岡　千明(初段) 256

9 兵庫 報徳学園高校 土田　　樹(二段) 村上　弘樹(二段) 253 9 東京 早稲田実業学校高等部 鈴鹿　由樹(二段) 和田　恵美(二段) 255

10 千葉 桜林高校 大内　友和(初段) 井上　利貴(初段) 253 10 京都 京都女子高校 渡辺　萌愛(初段) 小瀬良実穂(初段) 255

11 千葉 桜林高校 椎名　飛鳥(初段) 友井　啓了(初段) 252 11 栃木 作新学院高校 富永　委美(初段) 関　　愛莉(初段) 255

12 和歌山 神島高校 角田　竜規(二段) 道脇　　暉(初段) 252 12 和歌山 笠田高校 門　　愛美(初段) 橋本　幸代(初段) 255

13 岡山 関西高校 鍵山　聡之(二段) 浮田　　卓(初段) 251 13 埼玉 小川高校 伊能　彩加(二段) 小川　摩耶(二段) 254

14 静岡 聖隷クリストファー高校 岩田　　駿(二段) 後藤　雄飛(二段) 251 14 神奈川 桐蔭学園高校 毎原　　彩(初段) 張　　翹伊(初段) 254

15 東京 早稲田実業学校高等部 松本　　修(二段) 松下　雅征(初段) 250 15 東京 国立高校 中尾　優月(初段) 奥村　友美(初段) 254

16 広島 広島城北高校 源　　秋策(二段) 石井　　智(二段) 250 16 岡山 総社高校 角田はるか(初段) 大岡　瑠里(初段) 252

男子規定単独演武 女子規定単独演武

順位 都道府県 学校名 拳士名 得点 順位 都道府県 学校名 拳士名 得点

1 埼玉 川越東高校 阿部　暁之(２級) 258 1 和歌山 神島高校 中田　紗希(２級) 258

2 埼玉 川越東高校 二反田正悟(１級) 257 2 愛知 中部大学第一高校 大橋　由江(３級) 254

3 埼玉 川越東高校 矢花　純一(２級) 257 3 大阪 泉北高校 嶌田　彩乃(３級) 254

4 大阪 生野工業高校 山本　憲二(３級) 256 4 新潟 新潟南高校 五十嵐朱里(２級) 253

5 新潟 三条東高校 白椿　有弥(２級) 255 5 東京 早稲田実業学校高等部 川上真由子(３級) 253

6 兵庫 柏原高校 小森  将樹(３級) 255 6 奈良 奈良一条高校 原田　知美(１級) 253

7 愛知 愛知産業大学工業高校 清水　宏章(３級) 254 7 北海道 北海道岩見沢東高校 下保　沙織(２級) 253

8 大阪 都島工業高校 横尾　和也(１級) 253 8 青森 八戸南高校 四戸　　梢(２級) 252

9 兵庫 柏原高校 荒木　佳紀(１級) 253 9 新潟 新潟南高校 横山　奈央(２級) 251

10 大阪 泉北高校 山田　智博(３級) 253 10 北海道 北海道岩見沢東高校 宮嶋　琴美(２級) 251

11 静岡 聖隷クリストファー高校 松尾　　優(２級) 253 10 兵庫 柏原高校 荻野　千晴(３級) 251

12 千葉 桜林高校 三上　滉稀(１級) 253 12 兵庫 柏原高校 青木　沙樹(３級) 250

13 神奈川 海老名高校 井上　　耕(２級) 252 12 東京 富士見丘高校 榎本　菜月(３級) 250

14 栃木 作新学院高校 石田　一樹(３級) 252 14 兵庫 神戸龍谷高校 海老まりの(１級) 250

14 大阪 生野工業高校 安部　翔太(３級) 252 15 埼玉 山村学園高校 五十嵐　茜(３級) 248

16 兵庫 神戸村野工業高校 谷口　尊信(３級) 249 16 京都 京都女子高校 北代ひかる(３級) 247

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名



第１３回全国高等学校選抜少林寺拳法大会結果　（２／２） ２０１０年３月２７、２８日  少林寺拳法連盟本部

男子自由単独演武 女子自由単独演武

順位 都道府県 学校名 拳士名 得点 順位 都道府県 学校名 拳士名 得点

1 埼玉 川越東高校 山本　裕也(初段) 256 1 埼玉 いずみ高校 近藤茉莉花(初段) 258

2 青森 五所川原工業高校 澤田　隆徳(初段) 254 2 北海道 北海道大麻高校 高橋奈津実(二段) 257

3 大阪 大阪天王寺商業高校 葛井　裕士(初段) 253 3 新潟 小千谷高校 堀　つぐみ(二段) 256

4 兵庫 東洋大姫路高校 古澤　慈士(初段) 253 4 兵庫 三田西陵高校 石井　聡美(二段) 256

5 東京 芝高校 渡部　禎郎(三段) 253 5 大阪 好文学園女子高校 川上　和花(初段) 255

6 埼玉 川越東高校 清水　遼太(初段) 253 6 埼玉 狭山清陵高校 吉田佳代乃(初段) 255

7 大阪 生野工業高校 藤原　耕平(二段) 251 7 北海道 北海道札幌稲北高校 吉田　奈央(二段) 255

8 福島 福島高校 髙橋　正詠(二段) 251 8 愛知 名東高校 可児　愛佳(二段) 254

9 青森 十和田工業高校 成田　龍世(初段) 250 9 京都 京都西山高校 森　　仁美(初段) 254

10 愛知 東邦高校 東谷　尚俊(二段) 250 10 和歌山 開智高校 畑　　美緒(二段) 254

11 北海道 北海道白老東高校 下野　裕修(二段) 250 11 大阪 好文学園女子高校 岩下　　茜(初段) 254

12 福島 昌平高校 三瓶　智洋(二段) 250 12 京都 京都翔英高校 紅谷　　愛(初段) 253

13 広島 広島城北高校 中村　祥樹(二段) 249 13 愛知 豊橋東高校 竹内　咲紀(二段) 253

14 大阪 泉北高校 吉田　大介(二段) 249 14 青森 八戸南高校 荒道　志乃(初段) 253

15 千葉 成田北高校 工藤　　篤(初段) 249 15 群馬 桐生高校 野口　明李(初段) 250

16 岡山 関西高校 石原　直明(二段) 247 16 滋賀 平安女学院高校 西本　有里(初段) 250

17 新潟 新潟江南高校 田村　昂洋(二段) 240

男子団体演武 女子団体演武

順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 埼玉 川越東高校 清水　遼太･日野　翔太･山本　裕也･村越　雄磨･矢島　朋尭･鈴木　　慎･阿部　暁之･二反田正悟 256 1 和歌山 田辺高校 濵窄　美咲･稗田　華澄･中井　裕衣･杉浦　咲紀･野田万紀子･林　　暁美･濵嶋　愛利･佐藤　志乃 261

2 広島 広島城北高校 神本　恭介･岸　　聖之･源　　秋策･石井　　智･中村　祥樹･中森　　朔･中村　文彦･林　　圭亮 256 2 兵庫 姫路商業高校 友久裕佳子･中川絵里奈･内田　春菜･薮木　美咲･多田美穂子･堀尾　　愛･大木　葉子･金本千歌音 260

3 和歌山 神島高校 石神　直之･後藤　智樹･角田　竜規･中井　崚平･川嵜　一誠･名古谷亮太･稗田　裕之･道脇　　暉 255 3 和歌山 笠田高校 林　　咲里･坂　実都世･門　　愛美･橋本　幸代･松本　祐香･山根木智香子･東　　紫織･小柳　友希 260

4 兵庫 報徳学園高校 河野　北斗･土田　　樹･村田　　瞭･平井　彰人･瀧井　颯人･中村　建太･村上　弘樹･花田　大空 254 4 栃木 作新学院高校 富永　委美･岡本久美子･関　　愛莉･岩河　千陽･岩﨑有理倭･細川祐理香･鶴見安里紗･直井　仁美 259

5 和歌山 向陽高校 杉本　泰良･瀨藤　直紘･片倉　佑介･的場　正樹･森田　隼己･岡本　拓真･尾﨑　洋紀･斉藤　直暉 254 5 大阪 好文学園女子高校 倉松　瑞樹･石田　幸恵･川上　和花･大石　　涼･宮迫　汐里･松田　結夏･中川陽都美･大領　沙希 259

6 岡山 関西高校 竹本　貴馬･高橋　　快･鍵山　聡之･浮田　　卓･石原　直明･植松　祐喜･山上　大輔･髙杉　竜輔 251 6 東京 富士見丘高校 水野あゆみ･鈴木百合香･落合　真寿･今村　優希･上山　未侑･立花佳奈子･上保奈津実･榎本　菜月 258

7 大阪 泉北高校 吉田　大介･高橋　真人･澤田　利斗･江刺家拓真･中上　　琢･田中　篤志･冨田　勇人･山田　智博 249 7 大阪 泉北高校 岩井　美希･小田原和彩･上田亜希子･坂口奈津美･木原　万喜･玉岡　千明･本村　佳織･嶌田　彩乃 256

8 兵庫 相生産業高校 松原浩太郎･春木　勇人･竹谷　智晴･松井　啓貴･山下　裕生･橋本　壮史 249 8 東京 国立高校 岩田　珠里･山下　慶子･奥村　友美･甲斐まどか･仲山　千晴･吉山　小春･伊藤有紀子 255

9 千葉 桜林高校 大内　友和･井上　利貴･椎名　飛鳥･友井　啓了･三上　滉稀･越 　訓平･山川　蓮矢･岡澤　太一 249 9 北海道 北海道大麻高校 西山　万葉･小森くるみ･畠山佳那子　　･高橋奈津実･藤原　真衣･森　　明音･逢坂　明美･中塚　凪沙 255

10 神奈川 横浜修悠館高校 平岡　大樹･坂田　浩規･村上　雄飛･小木曾皓太･齋藤　　颯･橋本　大季･川畑　勇人･上原慎之介 247 10 新潟 新潟南高校 栁　　智尋･佐藤　晴香･片桐みづき･加茂川　文･桑原　文香･幡本　瑞季･廣川　　悠･中川　沙織 254

11 山口 萩商工高校 阿部　直也･秋尾　琢朗･阿部　貢久･岡村　冬馬･長掛　秀之･泉山　慎吾･小野　貴大 246 11 埼玉 小川高校 伊能　彩加･小川　摩耶･小川　莉奈･坂本日香梨･椎名　　希･温井　絵理 252

12 群馬 桐生高校 石原　竜也･寒梅　浩伸･喜多　　巧･並木　雅樹･二ノ宮知晃･古角　敦史･岡田　佳輝･小泉　周平 245 12 静岡 常葉学園橘高校 西田　志帆･望月　麻帆･池田　芽衣･伊藤　百美･竹澤　享花･杉田実野里･古本友佳理･中西　美祈 252

弁論の部

順位 都道府県 高校 拳士名 演題 得点

1 長野 東海大第三高校 糀　　大地 少林寺拳法が私に与えたもの 84.7

2 茨城 清真学園高校 箕輪　萌香 この時代に私はどう生きるか 82.4

3 和歌山 笠田高校 松本　祐香 高校生にとって部活動の意義 82.1

4 愛知 鶴城丘高校 服部　若奈 少林寺拳法が私に与えたもの 82.0

5 神奈川 桐蔭学園高校 瀬戸沙也香 私にとっての平和とは 81.0

6 京都 京都女子高校 平住沙恵子 この時代に私はどう生きるか 79.5

拳士名 拳士名


