
２０１１年７月２９、３０日  一般財団法人少林寺拳法連盟

男子単独演武 女子単独演武
順位 都道府県 学校名 順位 都道府県 学校名

1 兵庫県 報徳学園 木谷　巨成(初段) 1 千葉県 成田国際 松川風美香(二段)

2 埼玉県 川越東 阿部　暁之(初段) 2 新潟県 新潟 伊勢　歩実(二段)

3 兵庫県 東洋大学附属姫路 古澤　慈士(二段) 3 京都府 京都西山 森　　仁美(二段)

4 神奈川県 座間 渡慶次道瑠(三段) 4 新潟県 白根 高橋惟沙樹(初段)

5 埼玉県 川越東 渡邉　勇太(初段) 5 静岡県 静岡西 松本すみ玲(二段)

6 北海道 旭川凌雲 國本　主税(二段) 6 大阪府 大阪産大附属 笹川　万稀(二段)

7 東京都 早稲田実業 田部井祐介(二段) 7 兵庫県 三田西陵 石井　聡美(三段)

8 青森県 五所川原工業 澤田　隆徳(二段) 8 埼玉県 小川 村田　明穂(三段)

9 岡山県 関西 井上　　陸(二段) 9 滋賀県 平安女学院 西本　有里(二段)

10 和歌山県 笠田 森脇　勇貴(初段) 10 岡山県 倉敷古城池 弓場　康加(三段)

11 和歌山県 南部 宮本　一輝(二段) 11 神奈川県 座間 入江　桃子(二段)

12 神奈川県 桐蔭学園 庄司　昌寛(二段) 12 千葉県 成田北 秋山　沙月(初段)

13 福岡県 朝倉東 交野　翔大(初段) 13 埼玉県 越ヶ谷 梅本せりか(二段)

14 新潟県 新潟明訓 福田　　悟(初段) 14 愛媛県 宇和島東 福永　麻琴(二段)

14 北海道 札幌国際情報 尻江　重幸(二段) 15 高知県 中村 池本　伸子(二段)

16 東京都 玉川学園 内海　宏忠(三段) 16 熊本県 御船 緒方紗哉可(二段)

男子組演武 女子組演武
順位 都道府県 学校名 順位 都道府県 学校名

1 大阪府 泉北 冨田　勇人(初段) 山田　智博(初段) 1 大阪府 好文学園女子 松田　結夏(三段) 宮迫　汐里(三段)

2 兵庫県 相生産業 松原浩太郎(初段) 春木　勇人(二段) 2 兵庫県 姫路商業 堀尾　　愛(三段) 森本　恵子(二段)

3 和歌山県 神島 道脇　　暉(二段) 稗田　裕之(初段) 3 千葉県 成田国際 三橋　智恵(初段) 畔蒜　みく(初段)

4 千葉県 桜林 内山田駿太(初段) 友井　啓了(二段) 4 青森県 五所川原第一 三上　麗那(二段) 山口　温子(二段)

5 埼玉県 いずみ 田實　裕将(初段) 若林　勇気(初段) 5 和歌山県 神島 中田　紗希(初段) 西山　千香(二段)

6 埼玉県 川越東 天宮　　翔(三段) 二反田正悟(初段) 6 兵庫県 姫路商業 吉村　杏葉(二段) 山本　祐加(二段)

7 宮崎県 都城工業 吉本　　稜(初段) 前田　太一(初段) 7 東京都 富士見丘 今村　優希(二段) 鈴木百合香(二段)

8 山口県 萩商工 岡村　冬馬(二段) 長掛　秀之(二段) 8 静岡県 静岡西 吉田　有紀(二段) 下平　梨帆(二段)

9 青森県 五所川原工業 山田　　大(初段) 山田　　仁(初段) 9 和歌山県 橋本 矢野　紅音(初段) 村上菜実子(初段)

10 兵庫県 報徳学園 中村　建太(三段) 瀧井　颯人(三段) 10 大阪府 好文学園女子 奥見　穂菜(二段) 田中　涼香(初段)

11 岡山県 関西 鍵山　聡之(三段) 浮田　　卓(二段) 11 岡山県 総社 大岡　瑠里(初段) 角田はるか(初段)

12 千葉県 桜林 岡澤　太一(初段) 山川　蓮矢(初段) 12 東京都 富士見丘 佐原　まい(初段) 立花佳奈子(初段)

13 和歌山県 神島 川嵜　一誠(初段) 福居　　徹(初段) 13 岡山県 岡山工業 安孫子瑞希(二段) 小林　諒子(二段)

14 東京都 城北学園 森　　久輝(三段) 芳賀　美祐(二段) 14 京都府 京都女子 山脇　奈美(二段) 田丸明日香(初段)

15 静岡県 聖隷クリストファー 松尾　　優(初段) 伊藤　颯馬(初段) 15 静岡県 聖隷クリストファー 永井友里恵(初段) 生熊かおり(二段)

15 愛知県 中部大学第一 服部　美加(二段) 大橋　由江(初段)

男子団体演武 女子団体演武

順位 都道府県 学校名 順位 都道府県 学校名

1 埼玉県 川越東 天宮　　翔･二反田正悟･阿部　暁之･中島　拓也･浅野　雄大･矢花　純一･高田　京吾･豊田　竜大 1 兵庫県 姫路商業 堀尾　　愛･田中　里美･金山　　遥･吉村　杏葉･森本　恵子･山本　祐加･北風里沙子

2 東京都 城北学園 名合　一真･豊川　永喜･新居健太郎･高椋　雅也･森　　久輝･芳賀　美祐･荒木　憲哉･富山　徳仁 2 千葉県 成田国際 三橋　智恵･畔蒜　みく･稲村　静夏･桑本佳奈枝･三門　紀子･松川風美香･柴田　　萌･月井　彩華

3 千葉県 桜林 内山田駿太･友井　啓了･岡澤　太一･山川　蓮矢･三上　滉稀･中原　隆二･森田　優太･持田　季輝 3 大阪府 好文学園女子 松田　結夏･宮迫　汐里･奥見　穂菜･松尾　茉耶･田中　涼香･幣　圭奈子･上田　朝子･岡村　真穂

4 兵庫県 相生産業 松原浩太郎･春木　勇人･山下　裕生･下山　祥来･松井　啓貴･笠原　郁弥･橋本　壮史･笹倉　淳司 4 静岡県 静岡西 松本すみ玲･吉田　有紀･下平　梨帆･酒井恵梨奈･森　美紗恵･八木佳奈子･岩村　明美･中村　美緖

5 和歌山県 神島 道脇　　暉･稗田　裕之･川嵜　一誠･福居　　徹･川根　啓輔･石神　貴光･岡本　優樹･平山　和樹 5 青森県 五所川原第一 三上　麗那･山口　温子･佐々木明日香･石川麻里奈･佐藤　晏華･宮越　千郊･木村　実吹

6 岡山県 関西 鍵山　聡之･浮田　　卓･植松　祐喜･石原　直明･井上　　陸･丹下　友裕･高杉　竜輔 6 東京都 早稲田実業 白井　美聡･清水　柚香･川上真由子･芦澤　穂波･春原　晴香･友森　早紀･森田瑛莉南･髙山可南子

7 静岡県 聖隷クリストファー 飯尾　峻平･江間　信哉･伊藤　颯馬･新貝　綾介･松尾　　優･藤田　　豊･伯耆田　陵･小野　竜弥 7 愛知県 中部大学第一 服部　美加･大橋　由江･大森　　茜･岩月　梨愛･三田　淳奈･畠中　美穂

8 山口県 萩商工 岡村　冬馬･長掛　秀之･泉山　慎吾･阿部　高志･岡　　凌太･三好　隼人･小野　貴大･田辺　拓也 8 広島県 市立福山 寳龍美紗子･有吉沙弥佳･德茂　香奈･牧本　梨奈･坂本　佳菜･佐藤あかり･高橋　梨沙･服部　真子

9 青森県 十和田工業 大鳥　修一･久保　裕次･阪本　健太･川村健太郎･新田　優也･角田　眞琴･今井　翔一･角田　　拓 9 北海道 旭川北 渡邊　詠虹･秋生　智博･髙木　麻衣･田中　絵梨･野口　優夏･齋藤　友美･野村　巴菜･紀本　夏実

10 大阪府 泉北 田中　篤志･冨田　勇人･安木　優健･濵口　洋平･堂園　貴也･林　　宏樹･小林　恭輔･宮本　直樹 9 埼玉県 山村学園 土屋　美咲･五十嵐　茜･上野　はるか･赤沼　杏愛･發知　美香･中野　希美･佐藤　　優･佐藤　摩季

11 広島県 広島城北 中森　　朔･長野　貴浩･浅井　祐哉･満井　淳城･林　　圭亮･垣見　泰介･保田　一成･平田　裕己 11 京都府 京都女子 中谷　春佳･緒方　百奈･清水　千夏･一田緋加里･多田羅未来･佐野　　和･栗田　奈緒

12 神奈川県 桐蔭学園 島田　康平･知野　聖也･和田　叡史･月岡　　遼･中山　一哉･和田　拓龍･林　　一真･石原　　樹 11 新潟県 新津南 車谷　　唯･五十嵐　蘭･中野　香衣･齊藤　志帆･辰喜　　光･古川　司葉･川又　　優･小林　美帆

男子最優秀県 兵庫県 女子最優秀県 千葉県

第３８回全国高等学校少林寺拳法大会結果
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