
第２１回全国高等学校少林寺拳法選抜大会結果　（１／２） ２０１８年３月２４～２６日	 	 坂出市立体育館

男子規定組演武 女子規定組演武 (　)内は技術度の得点

順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 宮崎県 延岡工業高校 大戸　海和(４級) 藤島　康太郎(４級) 264(158) 1 東京都 清瀬高校 松尾　和香(４級) 中原　栞理(４級) 262(156)

2 千葉県 桜林高校 水上　英信(４級) 米倉　大稀(４級) 264(157) 2 宮崎県 延岡工業高校 後藤　桜(４級) 山本　祐子(４級) 260(156)

3 兵庫県 姫路商業高校 水上　龍汰(４級) 黒田　晃大(４級) 263(157) 3 大阪府 岸和田高校 松浦　由季(５級) 利倉　唯菜(５級) 258(153)

4 大阪府 泉北高校 櫻井　那悠(５級) 正田　壮史(５級) 261(156) 4 千葉県 桜林高校 村山　かれん(４級) 枝松　希生(４級) 258(153)

5 東京都 国立高校 前田　泰雅(４級) 清水　夕馬(４級) 261(155) 5 北海道 北海道札幌北陵高校 相原　菜那(５級) 葛西　優花(５級) 258(153)

6 東京都 共栄学園高校 新井　琉矢(６級) 中西　悠貴(６級) 260(156) 6 奈良県 奈良文化高校 衣川　凜香(５級) 山野　恵奈(５級) 258(153)

7 千葉県 志学館高等部 上村　勇人(４級) 白熊　夏音(４級) 260(156) 7 和歌山県 熊野高校 真砂　海月(４級) 居馬　愛華(４級) 257(152)

8 京都府 京都廣学館高校 浦川　寛人(４級) 辻本　颯斗(４級) 260(155) 7 佐賀県 武雄高校 鹿　彩乃(４級) 諸岡　彩(４級) 257(152)

9 石川県 小松工業高校 前多　航希(５級) 中谷　淳(５級) 259(153) 9 大阪府 泉北高校 田中　佑佳(５級) 野口　梨花(５級) 256(152)

10 愛知県 中部大学第一高校 谷口　巧衛(５級) 森山　宙威(５級) 258(153) 10 兵庫県 葺合高校 廣瀬　蘭(４級) ヴゥ　ホン　トゥイ(４級) 256(151)

11 宮崎県 都城工業高校 廣底　龍聖(５級) 瀬戸口　紫郎(５級) 258(153) 11 奈良県 奈良一条高校 小柳　芹夏(６級) 藤田　結(６級) 256(150)

12 埼玉県 川越東高校 篠宮　翼(４級) 菅井　悠汰(４級) 257(154) 12 宮崎県 都城工業高校 徳重　みゆき(５級) 長谷場　陽世(５級) 255(152)

13 兵庫県 葺合高校 草地　栄紀(４級) 大柿　雅楽(４級) 257(154) 13 愛知県 中部大学春日丘高校 大野　愛佑菜(５級) 澤田　梨里愛(６級) 255(152)

14 兵庫県 葺合高校 岩田　悠太朗(４級) 野上　善平(４級) 255(153) 14 東京都 国立高校 小池　梨奈(４級) 水野　江美(４級) 255(150)

15 和歌山県 神島高校 樫谷　昂樹(４級) 長田　秀斗(４級) 255(151) 15 宮城県 塩釜高校 今田　麻鈴(５級) 亀谷　未貴(５級) 254(149)

16 宮城県 東北高校 阿部　慎ノ介(５級) 本郷　祥多(５級) 253(150) 16 京都府 京都西山高校 井内　沙優季(５級) 床尾　七海(５級) 251(148)

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 香川県 坂出商業高校 大西　千匡(二段) 谷　龍一(二段) 267(159) 1 兵庫県 姫路商業高校 金澤　美希(三段) 宮下　和実(初段) 265(160)

2 千葉県 桜林高校 松田　大毅(二段) 安藤　龍斗(三段) 265(158) 2 千葉県 桜林高校 広瀬　美佑(三段) 今村　知絵(１級) 261(157)

3 北海道 札幌国際情報高校 尻江　信悟(三段) 坂口　楓馬(二段) 264(155) 3 大阪府 大阪高校 帆足　愛歌(二段) 松永　海央(二段) 260(156)

4 和歌山県 神島高校 小西　翔太(二段) 尾崎　奨馬(二段) 263(156) 4 兵庫県 相生産業高校 奥澤　知香(三段) 名定　和称(二段) 260(156)

5 千葉県 桜林高校 上田　恒斉(初段) 高橋　右京(二段) 263(155) 5 大阪府 泉北高校 吉田　瑞穂(二段) 馬場　智菜(二段) 260(156)

6 埼玉県 川越東高校 川村　優太(三段) 神嵜　真季(二段) 262(155) 6 東京都 共栄学園高校 鈴木　敦賀(二段) 村田　依鶴(二段) 260(154)

7 北海道 北海道富良野高校 塚田　康生(二段) 土田　龍(二段) 262(153) 7 宮崎県 延岡工業高校 銀島　朱李(１級) 松田　萌愛(１級) 258(155)

8 千葉県 志学館高等部 木下　桂太(二段) 恒成　悠陽(初段) 261(154) 8 兵庫県 姫路商業高校 三輪　桜子(初段) 森本　汐音(二段) 258(154)

9 東京都 城北学園 星野　将邦(二段) 神谷　康友(初段) 260(155) 8 千葉県 志学館高等部 野田　楽歩(三段) 笠間　由真(三段) 258(154)

10 京都府 一燈園高校 北畑　琉斗(二段) 近藤　豊嗣(初段) 260(154) 10 千葉県 桜林高校 髙梨　凌蘭(初段) 末秋　萌々子(初段) 257(150)

11 愛知県 中部大学第一高校 馬場　陽旭(二段) 木村　優児(二段) 258(152) 11 北海道 札幌国際情報高校 川手　紅梨子(初段) 末廣　志帆(初段) 256(154)

12 福岡県 希望が丘高校 那須　心星(二段) 横山　瞳磨(二段) 258(151) 12 宮城県 塩釜高校 阿部　小夏(２級) 岩本　理那(２級) 256(153)

13 静岡県 聖隷クリストファー高校 豊田　康平(２級) 河合　翔哉(初段) 257(151) 13 東京都 清瀬高校 今井　里歩(二段) 粕谷　快里(初段) 256(152)

14 大阪府 大阪産業大学附属高校 佐藤　光瑠(１級) 西口　侑吾(１級) 255(152) 14 和歌山県 向陽高校 花光　那菜(初段) 阿田木　萌子(初段) 256(151)

15 愛知県 中部大学春日丘高校 大島　正輝(初段) 加藤　魁晟(初段) 255(150) 15 京都府 京都西山高校 奥村　祐未(三段) 吉岡　優瞳(１級) 255(151)

16 大阪府 大阪産業大学附属高校 堀田　彬文(二段) 片桐　大貴(１級) 254(147) 16 京都府 市立日吉ヶ丘高校 岡田　凜(二段) 小南　雪乃(二段) 253(151)

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 兵庫県 報徳学園高校 山口　輝(４級) 265(160) 1 大阪府 大阪高校 泉谷　沙緒莉(４級) 266(159)

2 千葉県 志学館高等部 北原　俊(４級) 262(157) 2 北海道 北海道富良野高校 小川　璃子(４級) 265(159)

3 北海道 北海学園札幌高校 安藤　龍(５級) 262(157) 3 大阪府 好文学園女子高校 郡山　悠(５級) 265(158)

4 岡山県 岡山工業高校 波多野　士夢(４級) 262(157) 4 兵庫県 相生産業高校 熊本　瑞稀(４級) 263(160)

5 大阪府 泉北高校 藤村　憲(５級) 262(156) 5 千葉県 志学館高等部 鈴木　優華(４級) 260(156)

6 和歌山県 田辺高校 大野　竜平(４級) 261(157) 6 大阪府 岸和田高校 森　瑞稀(５級) 258(156)

7 宮崎県 延岡工業高校 栁田　朔哉(４級) 261(156) 7 東京都 国立高校 赤松　瑚子(４級) 258(155)

8 石川県 小松大谷高校 永田　拓也(４級) 260(156) 8 大阪府 大阪高校 水野　真心(６級) 258(155)

9 埼玉県 和光国際高校 今村　勇音(４級) 260(156) 9 奈良県 奈良文化高校 宇陀　恋(５級) 258(154)

10 佐賀県 武雄高校 松江　将太(４級) 259(154) 10 栃木県 作新学院高校 横嶋　輝実(４級) 258(154)

11 大阪府 大阪高校 三住　篤(６級) 258(154) 11 埼玉県 和光国際高校 松本　なの花(４級) 257(156)

11 埼玉県 城北埼玉高校 浅野　雅之(４級) 258(154) 12 北海道 北海道富良野高校 西村　有菜(４級) 257(154)

13 埼玉県 川越東高校 舩戸　綜馬(４級) 257(153) 13 奈良県 奈良一条高校 吉村　由紀(６級) 257(154)

14 石川県 小松工業高校 岡野　蒼馬(５級) 256(153) 14 兵庫県 姫路商業高校 黒田　千尋(４級) 257(153)

15 東京都 砂川高校 風間　宥利(４級) 256(153) 15 埼玉県 和光国際高校 古賀　さくら(４級) 257(153)

16 大阪府 泉北高校 杉本　寛太(５級) 255(151) 16 和歌山県 熊野高校 西川　美香(４級) 255(152)

選手名 選手名

選手名 選手名



第２１回全国高等学校少林寺拳法選抜大会結果　（２／２） ２０１８年３月２４～２６日	 	 坂出市立体育館

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 兵庫県 報徳学園高校 合田　仁一郎(二段) 263(156) 1 大阪府 大阪産業大学附属高校 籾　美吹(二段) 262(160)

2 愛知県 中部大学第一高校 菅　嘉孝(初段) 261(156) 2 北海道 北海道富良野高校 中野　なつみ(二段) 262(159)

3 静岡県 聖隷クリストファー高校 袴田　真奈渡(二段) 261(155) 3 熊本県 ルーテル学院高校 森本　美七海(二段) 261(160)

4 埼玉県 城北埼玉高校 江藤　主馬(初段) 261(154) 4 新潟県 新津南高校 栗田　楓(二段) 261(160)

5 福岡県 朝倉東高校 井上　剣冴(二段) 261(154) 5 兵庫県 相生産業高校 山根　希(三段) 261(160)

6 静岡県 静岡西高校 遠藤　健太郎(二段) 261(154) 6 愛知県 中部大学第一高校 宮地　沙苗(三段) 261(158)

7 福岡県 宗像高校 山本　悟史(二段) 260(153) 7 三重県 四日市工業高校 遠藤　歓奈(三段) 261(157)

8 佐賀県 北陵高校 福島　隆太(二段) 258(154) 8 新潟県 西新発田高校 山上　遥香(初段) 261(156)

9 広島県 広島城北高校 粟根　辰吉(二段) 258(153) 9 茨城県 清真学園高校 鬼澤　美結(二段) 260(162)

10 福岡県 浮羽工業高校 熊本　拓真(二段) 258(152) 10 福岡県 福岡雙葉高校 桝田　美音(二段) 260(154)

10 大阪府 岸和田高校 重里　大樹(二段) 258(152) 11 北海道 北海道石狩南高校 古舘　美羽(二段) 259(159)

12 宮城県 東北学院高校 鈴木　悠航(二段) 258(152) 12 大阪府 泉北高校 高橋　希実(初段) 259(157)

13 和歌山県 粉河高校 向井　心(二段) 257(152) 13 京都府 京都西山高校 梅原　朋華(１級) 259(156)

14 奈良県 奈良一条高校 山中　大輝(二段) 257(151) 14 福岡県 常磐高校 志村　美空(二段) 258(160)

15 和歌山県 熊野高校 新谷　充弘(初段) 256(150) 15 宮崎県 都城西高校 立元　日香里(二段) 258(159)

16 石川県 小松工業高校 今田　直紀(二段) 251(151) 16 福岡県 福岡中央高校 梶原　夏美(二段) 258(154)

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 千葉県 桜林高校 松田　大毅･安藤　龍斗･上田　恒斉･高橋　右京･水上　英信･米倉　大稀･中山　慶亮･渡辺　勝也 266(158) 1 東京都 清瀬高校 今井　里歩･粕谷　快里･田中　紗綾･桑迫　智早･青木　睦･岡　華奈衣･松尾　和香･中原　栞理 264(159)

2 東京都 城北学園 星野　将邦･田村　和也･宮川　蓮･大熊　輪･神谷　康友･渡邉　隆之･千種　一航･熊木　雄亮 263(155) 2 兵庫県 姫路商業高校 金澤　美希･宮下　和実･岸田　里菜･竹内　寧々･三輪　桜子･園田　未果･森本　汐音･黒田　千尋 264(157)

3 埼玉県 川越東高校 川村　優太･神嵜　真季･水川　光･舩戸　綜馬･篠宮　翼･菅井　悠汰･木村　星哉 262(156) 3 千葉県 志学館高等部 野田　楽歩･笠間　由真･柏井　美貴子･関根　未歩･寺田　奈未･江口　未来･片多　七海 263(156)

4 石川県 小松工業高校 新宮　広望･吉本　涼真･松本　龍一･清水　康平･今田　直紀･北山　歩夢･浦野　響･成宮　秀明 262(155) 4 宮崎県 延岡工業高校 銀島　朱李･松田　萌愛･粟田　麻記子･永田　真唯･後藤　桜･山本　祐子･姫田　真花 260(156)

5 大阪府 大阪産業大学附属高校 稲田　瑳介･木村　倫太郎･池田　恒吉･梶　弘樹･勝野　圭一郎･西口　侑吾･片桐　大貴･堀田　彬文 261(155) 5 静岡県 聖隷クリストファー高校 金子　絢音･青山　恋弓･荒井　彩乃･嘉屋重　早希･浜田　フラビア･横井　愛結･河村　菜々 260(156)

6 宮崎県 都城工業高校 安藤　恭太･野中　一樹･村社　光翼･廣底　龍聖･藤本　麗暖･馬籠　零士･平原　千裕･藤田　七瑠星 261(154) 6 千葉県 桜林高校 広瀬　美佑･今村　知絵･髙梨　凌蘭･末秋　萌々子･渡邉　アリナ･玉木　彩加･村山　かれん･枝松　希生 260(156)

7 兵庫県 報徳学園高校 合田　仁一郎･西村　祐輝･物上　巧･河嶋　琉唯･小畑　賢太･山口　輝･西村　祥輝･芝田　駿 260(154) 7 佐賀県 武雄高校 片岡　祐花里･奥内　陽子･武村　希鈴･室原　実ノ里･釘抜　日奈子･鹿　彩乃･諸岡　彩･宮原　夢歩 259(156)

8 埼玉県 城北埼玉高校 堀尾　泰誠･水井　尊彦･渡辺　皓星･出山　文策･江藤　主馬･三村　隼史･本橋　優･筏井　慶 260(154) 8 大阪府 泉北高校 吉田　瑞穂･馬場　智菜･北村　瑞妃･森　琉華･田中　ひなの･田中　月菜･高橋　希実･中　詩織 259(155)

9 北海道 北海学園札幌高校 岡田　侑也･廣瀬　巧侃･安藤　龍･青沼　結生･佐藤　亮平･竹田　敦翔 259(153) 9 広島県 福山高校 下江　優維･岡﨑　萌･北野　李桜･谷野　千恵･和泉　梨香子･金田　梨沙･土屋　璃歩南･渡部　ちひろ 258(155)

10 静岡県 聖隷クリストファー高校 野口　到弥･袴田　真奈渡･河合　翔哉･近江　諒真･豊田　康平･金子　康太･坂本　航輔･井口　竜一 259(151) 10 茨城県 清真学園高校 櫻井　美佐希･鬼澤　美結･森内　志織･土居　咲也佳･大原　彩乃･松原　由佳･秋葉　萌･大竹　凜 258(154)

11 京都府 京都廣学館高校 生嶋　大輝･松田　空澄･髙田　大介･吉村　昌悟･浦川　寛人･辻本　颯斗･川瀬　勇哉･山本　駿 257(154) 11 東京都 早稲田実業学校高等部 陶山　絹香･三森　菜々香･木口　桃華･新井　智咲･増山　朋華･遠藤　直･伊藤　華梨･中村　美来 258(153)

12 東京都 早稲田実業学校高等部 山宮　輝也･長谷川　翔一･北隅　青空･泉　輝紀･平井　悠貴･本河　研人･落合　祐真･佐藤　俊介 255(149) 12 奈良県 奈良一条高校 西田　愛惟･河野　楓･平井　楓月･染谷　美里･坂岡　聖流･北中　美優･織野　奈海･岡西　紗知 257(152)

弁論の部

順位 都道府県 学校名 氏　名 演　題 得点 男子最優秀都道府県 千葉県

1 兵庫県 神戸龍谷高校 山田　桃子(初段) 高校少林寺拳法部の普及・発展について 82.6 女

2 茨城県 清真学園高校 松原　由佳(三段) 少林寺拳法の教えを日常生活でどう生かすか 81.8 女

3 神奈川県 小田原高校 猪俣　文子(４級) 私にとっての部活動 80.4 女 女子最優秀都道府県 大阪府

4 静岡県 静岡西高校 関口　琴音(初段) 私にとっての部活動 77.7 女

5 石川県 金沢商業高校 西村　留奈(４級) 私にとっての部活動 77.5 女

6 熊本県 ルーテル学院高校 森本　美七海(二段) 少林寺拳法を通じて後輩に伝えたいこと 76.4 女

選手名 選手名


