
第１５回全国高等学校少林寺拳法選抜大会結果　（1／２） ２０１２年３月２４、２５日  多度津町民体育館

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 奈良 奈良一条高校 貴田　浩平(１級) 宮脇　尚輝(１級) 260 1 奈良 奈良一条高校 古地菜月美(１級) 西村　有加(１級) 255(151)
2 和歌山 神島高校 山中　公次(４級) 山本　恭平(４級) 258 2 大阪 泉北高校 喜多ほの実(５級) 宮尾　彩花(５級) 255(151)
3 京都 南京都高校 表　　直矢(５級) 佐上　勇輝(５級) 256 3 兵庫 姫路商業高校 河合　奈緒(４級) 前川　幸穂(４級) 253(150)
4 千葉 志学館高等部 渡部　大介(４級) 野村　恭平(４級) 256 4 静岡 聖隷クリストファー高校 青嶋　　恵(５級) 茗荷　理沙(５級) 252(150)
5 和歌山 神島高校 田中　駿介(４級) 石神佑貴也(４級) 254 5 京都 京都女子高校 大場　千裕(６級) 森田　奈緒(６級) 252(149)
6 兵庫 神戸龍谷高校 片山　寛之(１級) 西澤　大輝(１級) 254 6 和歌山 神島高校 田上　真悠(４級) 藤原　美奈(４級) 252(149)
7 愛知 中部大学第一高校 熊谷　　僚(５級) 樋口　浩太(５級) 253 7 大阪 好文学園女子高校 市橋　唯花(５級) 北田　恵子(５級) 252(149)
8 新潟 新津南高校 田沢　文人(５級) 山口　将司(５級) 252 8 東京 富士見丘高校 今村　瑛里(５級) 佐川　麻理(５級) 251(148)
9 埼玉 いずみ高校 佐藤　太一(５級) 秋山　瑞季(５級) 251 9 大阪 泉北高校 吾郷　理奈(５級) 多田　充里(５級) 250(146)
10 千葉 桜林高校 折笠　直人(４級) 吉田　大勝(４級) 251 10 埼玉 小川高校 新井　綾乃(５級) 田村　　香(５級) 249(148)
11 奈良 奈良一条高校 西村　俊貴(６級) 坂本　哲世(６級) 250 11 宮城 東北高校 岡崎　聖奈(６級) 百井　香穂(６級) 248(148)
12 埼玉 狭山清陵高校 白石　和馬(５級) 長崎　達也(５級) 249 12 広島 福山高校 服部　真子(１級) 李　　祐希(６級) 248(147)
13 新潟 三条東高校 石高　将博(５級) 関崎　倖雅(５級) 249 13 奈良 奈良一条高校 上野　由葉(１級) 米澤　里奈(１級) 247(147)
13 東京 桜丘高校 立原　正冬(１級) 吉田　英隆(１級) 249 14 群馬 樹徳高校 前原　美里(５級) 澤田　朱里(５級) 247(145)
15 埼玉 小川高校 粟生田　誠(５級) 安藤　大輝(５級) 248 15 大阪 好文学園女子高校 岡村　真穂(５級) 川野　桃代(５級) 246(148)
16 和歌山 南部高校 山﨑　厚志(１級) 山本　有輝(１級) 246 16 東京 国立高校 内田　万結(４級) 島本　　恵(４級) 246(144)

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 高田　京吾(初段) 豊田　竜大(初段) 258(153) 1 兵庫 姫路商業高校 森本　恵子(三段) 山本　祐加(三段) 264(157)
2 愛知 中部大学第一高校 伊藤　　輝(初段) 安友　健一(初段) 256(153) 2 和歌山 橋本高校 矢野　紅音(初段) 村上菜実子(初段) 260(154)
3 静岡 聖隷クリストファー高校 藤田　　豊(初段) 小野　竜弥(初段) 256(152) 3 東京 富士見丘高校 山本　　望(初段) 岡本みさと(初段) 260(153)
4 千葉 桜林高校 持田　季輝(初段) 萩野谷大貴(二段) 255(151) 4 兵庫 姫路商業高校 野田　　郁(初段) 西本　菜美(初段) 258(152)
5 青森 五所川原工業高校 山田　　大(初段) 山田　　仁(初段) 255(151) 5 和歌山 神島高校 沖見　祐紀(三段) 岩元　　叶(初段) 257(152)
6 千葉 志学館高等部 田浦　翔太(初段) 松本　成月(初段) 255(150) 6 和歌山 笠田高校 西山亜由美(初段) 米島　千尋(初段) 255(152)
7 兵庫 報徳学園高校 伊東　優太(初段) 辻　　晃樹(初段) 253(152) 7 埼玉 越ケ谷高校 髙久保杏実(初段) 金子　実樹(初段) 255(151)
8 東京 早稲田実業学校高等部 田部井祐介(二段) 髙田　耕平(二段) 253(152) 8 静岡 聖隷クリストファー高校 生熊かおり(二段) 服部　真子(初段) 255(151)
9 群馬 桐生高校 岩脇　　駿(二段) 四宮　　健(初段) 253(151) 9 兵庫 姫路商業高校 吉田　有沙(二段) 宇野真里奈(二段) 253(149)
9 和歌山 笠田高校 門　　大貴(二段) 森脇　勇貴(二段) 253(151) 10 北海道 札幌開成高校 上窪　美穂(初段) 高嶺　萌子(５級) 252(149)
11 神奈川 慶應義塾高校 青木　真秀(初段) 今西　悠介(初段) 253(149) 11 新潟 新津南高校 中野　香衣(二段) 齊藤　志帆(初段) 252(148)
12 岡山 関西高校 井上　　陸(二段) 丹下　友裕(初段) 252(151) 12 大阪 泉北高校 中田　佳那(初段) 長谷　小春(初段) 251(148)
13 宮城 塩釜高校 山田　智也(二段) 大宮　啓輔(二段) 252(148) 13 兵庫 相生産業高校 中川　真帆(初段) 武本　育歩(二段) 250(148)
14 兵庫 相生産業高校 笠原　郁弥(二段) 應地　一麻(二段) 251(148) 14 兵庫 相生産業高校 山本　眞琴(二段) 中田　早紀(二段) 249(147)
15 兵庫 報徳学園高校 斉藤　壮史(二段) 山口　　翼(二段) 251(147) 15 千葉 志学館高等部 近藤理恵子(初段) 大石　七虹(初段) 249(146)
16 和歌山 向陽高校 吉信　彰人(二段) 上野　雄大(二段) 250(150) 16 愛知 中部大学第一高校 岩月　梨愛(初段) 三田　淳奈(初段) 247(145)
17 新潟 新津南高校 田村　　龍(初段) 田才　隼人(初段) 250(149)
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 選手名 得点 順位 都道府県 学校名 選手名 得点

1 岡山 関西高校 前田　拓弥(５級) 257(156) 1 奈良 奈良一条高校 小島　弓佳(１級) 254(153)
2 神奈川 海老名高校 伊藤　　健(５級) 254(151) 2 青森 五所川原工業高校 葛西　彩乃(５級) 253(152)
3 宮城 仙台第一高校 芳賀　恒太(５級) 253(153) 3 東京 国立高校 舩木　　和(４級) 253(152)
4 埼玉 川越東高校 小川　健一(５級) 253(152) 4 大阪 好文学園女子高校 北川　彩香(５級) 252(152)
5 和歌山 神島高校 井本　圭祐(４級) 252(150) 5 兵庫 葺合高校 田中　桃子(１級) 252(152)
6 奈良 高取国際高校 三浦　雄大(２級) 252(150) 6 京都 京都翔英高校 奥村　実代(１級) 252(152)
7 宮城 塩釜高校 菊田　寛樹(１級) 252(150) 7 神奈川 小田原高校 田村　有紀(１級) 252(151)
8 岡山 瀬戸南高校 今井　　新(１級) 252(150) 8 埼玉 小川高校 田野風夕美(５級) 251(150)
9 兵庫 報徳学園高校 西口　誠也(５級) 252(148) 9 兵庫 神戸龍谷高校 但馬　理愛(１級) 250(150)
10 新潟 三条東高校 野崎　夏生(５級) 251(151) 10 新潟 新津南高校 若月　真紀(５級) 250(150)
11 埼玉 川越東高校 太田　将裕(５級) 251(150) 11 奈良 奈良一条高校 愛須理保子(１級) 249(150)
12 京都 南京都高校 小櫻　兼嗣(５級) 249(148) 12 静岡 常葉学園橘高校 青木祐香里(５級) 249(148)
13 東京 錦城学園高校 武村　賢親(６級) 248(150) 13 兵庫 神戸龍谷高校 佐藤　佳奈(１級) 249(147)
14 群馬 太田東高校 遠藤　右京(１級) 247(147) 14 大阪 岸和田高校 大塚　彩美(４級) 248(147)
15 東京 国立高校 田口　裕宇(４級) 245(152) 15 和歌山 神島高校 湯川めぐみ(４級) 247(148)
16 静岡 聖隷クリストファー高校 服部　　広(５級) 失格 16 茨城 清真学園高校 泉谷百合華(５級) 246(148)

選手名 選手名

選手名 選手名



第１５回全国高等学校少林寺拳法選抜大会結果　（２／２） ２０１２年３月２４、２５日  多度津町民体育館

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 選手名 得点 順位 都道府県 学校名 選手名 得点

1 和歌山 神島高校 石神　貴光(初段) 256(151) 1 愛知 中部大学第一高校 大森　　茜(二段) 260(154)
2 埼玉 川越東高校 川島　直央(二段) 255(150) 2 京都 京都女子高校 緒方　百奈(初段) 258(154)
3 宮城 東北学院高校 岩瀬　勝稔(初段) 254(151) 3 和歌山 神島高校 西山　千香(三段) 258(153)
4 埼玉 城北埼玉高校 堂脇　周平(二段) 254(149) 4 大阪 好文学園女子高校 田中　涼香(二段) 256(153)
5 兵庫 相生産業高校 下山　祥来(初段) 253(150) 5 和歌山 南部高校 鈴木しおり(二段) 255(152)
6 宮崎 鵬翔高校 鳴海　洸成(二段) 252(149) 6 兵庫 佐用高校 浦元沙也加(二段) 255(152)
7 和歌山 南部高校 宮本　一輝(二段) 252(149) 7 大阪 大阪産業大学附属高校 笹川　万稀(二段) 255(152)
8 千葉 桜林高校 森田　優太(初段) 252(148) 8 新潟 新潟高校 伊勢　歩実(二段) 254(151)
9 東京 早稲田実業学校高等部 江藤　　優(初段) 251(150) 9 東京 駒澤大学高校 田中　初紀(二段) 253(150)
10 新潟 白根高校 菅原　樹希(初段) 251(149) 10 千葉 桜林高校 石毛　葉月(二段) 250(151)
11 兵庫 柏原高校 北野　　仁(二段) 250(149) 11 神奈川 有馬高校 大野　美里(初段) 249(149)
12 埼玉 川越東高校 中村　拓夢(二段) 250(149) 12 佐賀 佐賀女子高校 下村　瑛美(二段) 249(147)
13 和歌山 神島高校 岡本　優樹(初段) 250(147) 13 栃木 さくら清修高校 藤井　　彩(二段) 249(147)
14 神奈川 有馬高校 舟腰　昇太(二段) 249(147) 14 兵庫 賢明女子学院 和木　陽香(二段) 248(148)
15 静岡 静岡西高校 前島　　亘(初段) 248(145) 15 兵庫 賢明女子学院 渡邉　舞子(初段) 248(148)
16 神奈川 有馬高校 早坂　惇快(初段) 246(144) 16 神奈川 桐蔭学園高校 高橋明日香(二段) 248(147)

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 兵庫 報徳学園高校 斉藤　壮史･山口　　翼･渡辺　　慶･伊東　優太･村上　　豪･杉峯　浩也･小西　　遼･辻　　晃樹 258(155) 1 兵庫 姫路商業高校 森本　恵子･山本　祐加･吉田　有沙･野田　　郁･磯田　　渚･名倉　初美･西本　菜美･三枝　恭見 259(154)
2 兵庫 相生産業高校 笠原　郁弥･笹倉　淳司･尾﨑　正典･下山　祥来･應地　一麻･白川　雄大･杉本　泰祥 257(154) 2 和歌山 神島高校 西山　千香･沖見　祐紀･岩元　　叶･田上　真悠･藤原　美奈･湯川めぐみ 256(154)
3 愛知 中部大学第一高校 伊藤　　輝･安友　健一･池戸　雅哉･辻野　晴樹･山田　琢也･山田　創也･国立　涼佑･三好　優輝 256(155) 3 東京 富士見丘高校 山本　　望･岡本みさと･豊原　麻未･篠原　美咲･武藤　朱香･吉田　優希･今村　瑛里 254(153)
4 埼玉 川越東高校 川島　直央･久保田　準･中村　拓夢･高田　京吾･豊田　竜大･小川　健一･福村　　真･甲斐　舜昌 255(153) 4 大阪 泉北高校 中田　佳那･長谷　小春･内原　美陽･山本真規子･荒岸　友絵･服部　　幸･長谷　瑞穂 252(154)
5 和歌山 神島高校 平山　和樹･田中　　凌･石神　貴光･岡本　優樹･田中　　翔･井本　圭祐･山中　公次･山本　恭平 255(152) 5 東京 早稲田実業学校高等部 春原　晴香･芦澤　穂波･友森　早紀･髙山可南子･真島　留美･森田瑛莉南･中村　織葉 252(151)
6 神奈川 桐蔭学園高校 島田　康平･中山　一哉･和田　叡史･月岡　　遼･知野　聖也･和田　拓龍･志賀　正碩･秋山　竹將 255(152) 6 大阪 好文学園女子高校 田中　涼香･松尾　茉耶･幣　圭奈子･市橋　唯花･岡村　真穂･北田　恵子･川野　桃代･塚本安優実 252(150)
7 千葉 桜林高校 森田　優太･持田　季輝･佐々木啓義･竹村　直泰･萩野谷大貴･須郷　　俊･折笠　直人･吉田　大勝 254(152) 7 奈良 奈良一条高校 古地菜月美･山口　知美･上野　由葉･米澤　里奈･愛須理保子･小島　弓佳･西村　有加･小林　千春 251(150)
8 兵庫 姫路商業高校 山根　朋晃･藤本　直之･東塚　祐磨･久斗　大輔･福島　健太･奥井　優樹･三村　友基･中井　祐甫 253(152) 8 神奈川 桐蔭学園高校 白幡　展佳･堀上　知美･高橋明日香･古井戸彩花･井野　美咲･藤方　　楓･野内　彩可 250(148)
9 静岡 聖隷クリストファー高校 藤田　　豊･小野　竜弥･熊谷　晃生･太田　　亮･鈴木　康平･河野　成仁･服部　　広 253(151) 9 埼玉 越ケ谷高校 木村香緒梨･中澤　桃子･谷野　夏紀･米山裕梨奈･齋藤　あきら･松永　真穂･橋本　光世･鈴木　愛帆 250(146)
10 東京 早稲田実業学校高等部 瀬川雄士朗･橋本　　航･髙田　耕平･田部井祐介･三木　雅之･石井　秀憲･江藤　　優･佐山　大輔 251(150) 10 和歌山 田辺高校 石塚　夏海･畑山　千穂･早田知佳子･早田　愛理･栗山祐稀子･林　和花奈･中谷　彩良･西岡亜里沙 249(151)
11 山口 萩商工高校 三好　隼人･阿部　高志･岡　　凌太･田辺　拓也･久保田孝幸･藤田　昌弘 250(150) 11 神奈川 有馬高校 大野　美里･髙野　理那･藤澤　果穂･草薙まどか･鶴田すみれ･北浦　愛月 247(146)
12 和歌山 向陽高校 吉信　彰人･上野　雄大･松尾　祐希･平松　朋記･堀田健士朗･坂本　拓弥 249(150) 12 群馬 樹徳高校 清水　美伽･平澤　成美･矢島　薫子･細井　美里･角田理桜羅･新井　祥子･今泉　友花･澤田　朱里 247(145)
13 宮城 塩釜高校 山田　智也･大宮　啓輔･根本　大地･佐々木孝輔･菊田　寛樹･髙橋　敦哉･青柳　裕希 248(148)

弁論の部

順位都道府県 学校名 氏　名 演題 得点

1 茨城 清真学園高校 久保木美帆(初段) この時代に私はどう生きるのか 81.0

2 静岡 静岡西高校 窪田　愛菜(初段) 少林寺拳法が私に与えたもの 77.9

3 神奈川 桐蔭学園高校 堀上　知美(二段) 少林寺拳法が私に与えたもの 77.8

4 東京 共栄学園高校 内田　秀美(１級) 少林寺拳法が私に与えたもの 77.7

5 和歌山　神島高校 岩元　　叶(初段) 少林寺拳法が私に与えたもの 76.9

6 広島 広陵高校 土井　捺実(二段) 私にとっての平和とは 76.7

選手名 選手名


