
都道府県 学校名 氏名　　（資格） 都道府県 学校名 氏名  　（資格）

青森県 青森県立五所川原工業高等学校 山谷　元（初段） 北海道 北海道旭川南高等学校 塩谷　唯理香（初段）

青森県 五所川原第一高等学校 西村　龍栄（三段） 北海道 北海道富良野高等学校 塚田　望生（三段）

宮城県 東北高等学校 増子　綾人（初段） 北海道 北海道富良野高等学校 齋藤　美優（三段）

宮城県 東北高等学校 関谷　輝（初段） 北海道 北海道富良野高等学校 能登　陸空（初段）

宮城県 東北高等学校 佐々木　悠馬（三段） 北海道 北海道富良野高等学校 細川　未夢（初段）

宮城県 東北高等学校 板橋　幸太郎（初段） 宮城県 宮城県塩釜高等学校 赤間　春日（１級）

秋田県 ノースアジア大学明桜高等学校 千田　龍之介（二段） 宮城県 宮城県塩釜高等学校 小野寺　るな（１級）

茨城県 つくば秀英高等学校 中泉　蓮（二段） 宮城県 東北高等学校 昆　風香（初段）

茨城県 茨城県立土浦湖北高等学校 豊田　航大（初段） 宮城県 東北高等学校 福山　莉玖（三段）

茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 佐中　慎之介（二段） 秋田県 秋田県立秋田中央高等学校 原田　茜音（二段）

茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 中山　滉一朗（二段） 茨城県 茨城県立土浦湖北高等学校 三浦　咲冬（初段）

群馬県 群馬県立桐生高等学校 河内　大和（初段） 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 青山　琴郁（初段）

埼玉県 川越東高等学校 菅谷　愛斗（初段） 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 笹目　実咲（初段）

埼玉県 川越東高等学校 吉田　颯汰（初段） 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 石井　陽（初段）

千葉県 桜林高等学校 天野　正輝（三段） 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 伊藤　和奏（初段）

東京都 共栄学園高等学校 小倉　鈴ノ介（初段） 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 加島　莉桜（初段）

東京都 東京都立清瀬高等学校 山田　雄大（初段） 東京都 共栄学園高等学校 浦野　優羽（二段）

東京都 東京都立清瀬高等学校 林　正浩（初段） 東京都 共栄学園高等学校 島村　彩奈（初段）

東京都 東京都立清瀬高等学校 加藤　優和（初段） 東京都 共栄学園高等学校 片岡　美紅（初段）

東京都 錦城学園 小林　夏大（初段）  東京都 東京都立清瀬高等学校 杉田　友華（初段）

東京都 錦城学園 落合　弘希（初段） 東京都 東京都立清瀬高等学校 浅井　茉友（初段）

東京都 錦城学園 知念　輝（２級） 東京都 東京都立清瀬高等学校 石原　明寿香（初段）

神奈川県 桐蔭学園 更科　旭保（初段） 東京都 東京都立清瀬高等学校 門田　遥（初段）

神奈川県 藤沢翔陵高等学校 木村　颯汰（２級） 東京都 東京都立砂川高等学校 荒井　白雲香（二段）　

新潟県 新潟県立新津南高等学校 小川　拓（初段） 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校 粕谷　翠波（二段）

新潟県 新潟県立新津南高等学校 齋藤　成樹（初段） 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校 清水　萌衣（１級）

新潟県 新潟県立村上高等学校 安藤　彰斗（二段） 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校 齋藤　美佳（１級）

新潟県 白根高等学校 石倉　大輔（初段） 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校 川上　桜子（二段）
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新潟県 白根高等学校 小川　颯摩（１級） 神奈川県 神奈川県立有馬高等学校 新沼　日和（初段）

福井県 啓新高等学校 石丸　龍一（初段） 神奈川県 神奈川県立有馬高等学校 前田　ほのか（初段）

福井県 福井県立藤島高等学校 金平　怜也（二段） 新潟県 新潟県立新津南高等学校 吉澤　邑香（初段）

静岡県 常葉大学附属橘高等学校 渡邉　大智（初段） 新潟県 新潟県立三条東高等学校 早川　旺花（初段）

静岡県 常葉大学附属橘高等学校 福地　航平（初段） 静岡県 静岡西高等学校 南　妃咲（初段）

愛知県 中部大学第一高等学校 吉田　昇一（初段） 静岡県 常葉大学附属橘高等学校 加藤　琴音（初段）

愛知県 中部大学第一高等学校 長江　恒希（二段）   三重県 鳥羽商船高等専門学校 服部　彩喜（初段）

愛知県 中部大学第一高等学校 澤田　優希（二段） 京都府 京都府立鴨沂高等学校 今井　かりん（二段）

京都府 一燈園高等学校 三谷　聡伸（三段） 京都府 京都西山高等学校 鈴木　姫彩来（初段）

京都府 一燈園高等学校 邊　悠太（二段） 京都府 京都西山高等学校 河合　莉那（初段）

京都府 一燈園高等学校 中村　光輝（初段） 京都府 京都西山高等学校 坂本　光（初段）

京都府 一燈園高等学校 西田　秀平（初段） 大阪府 アナン学園高等学校 三笠　七海（三段）

大阪府 清明学院高等学校 江副　雅紀（初段） 大阪府 大阪産業大学附属高等学校 仁科　一咲（二段）

大阪府 大阪産業大学附属高等学校 小田　翔（三段） 兵庫県 兵庫県立赤穂高等学校 下脇　美都（二段）

大阪府 大阪産業大学附属高等学校 玉井　良侑（三段） 奈良県 奈良文化高等学校 神野　茉桜（二段）

大阪府 大阪夕陽丘学園高等学校 山野　大河（初段） 奈良県 奈良文化高等学校 田坂　花楓（初段）

兵庫県 兵庫県立大学附属高等学校 恒藤　啓太（二段） 奈良県 奈良文化高等学校 田中　沙季（１級）

兵庫県 報徳学園高等学校 大﨑　海（二段） 奈良県 奈良文化高等学校 中迫　千尋（１級）

兵庫県 報徳学園高等学校 永井　誠也（二段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 吉岡　彩月（初段）

和歌山県 和歌山県立紀北工業高等学校 山本　祥之（二段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 小田　愛里（三段）

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 田嶋　祥也（初段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 中山　侑香（初段）

岡山県 岡山県立笠岡高等学校 中野　洋希（二段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 村上　冬音（初段）

岡山県 金光学園高等学校 坂本　莉来（二段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 森澤　日菜（三段）

広島県 広島城北高等学校 野村　洸太（二段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 古久保　宇紅（初段）

香川県 香川県立多度津高等学校 中西　英吾（三段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 中川　未空（初段）

香川県 香川県立多度津高等学校 井上　一（三段） 和歌山県 和歌山県立向陽中学高等学校 和田　芽久美（初段）

香川県 香川県立多度津高等学校 田中　武尊（三段） 広島県 福山市立福山高等学校 栗栖　世津子（二段）

香川県 香川県立多度津高等学校 中西　匠吾（三段） 広島県 福山市立福山高等学校 井手之上　采（二段）



都道府県 学校名 氏名　　（資格） 都道府県 学校名 氏名  　（資格）

令和２年度全国高等学校少林寺拳法インターネット大会　参加者一覧

男子単独演武の部 女子単独演武の部

香川県 禅林学園高等学校 比企　晃琉（初段） 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 垣本　柚香（初段）

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 野本　晃希（二段） 広島県 福山市立福山高等学校 三島　佳子（二段）

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 宮下　凌雅（初段） 香川県 香川県立飯山高等学校 喜田　悠月（二段）

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 山口　晃正（初段） 香川県 香川県藤井高等学校 榎本　愛菜（初段）

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 平井　初（５級） 高知県 高知県立高知工業高等学校 山川　夏実（５級）

高知県 高知中央高等学校 三谷　紳一郎（初段）　 高知県 高知中央高等学校 谷村　椎菜（二段）　

佐賀県 佐賀県立鳥栖工業高等学校 千住　蒼唯（二段） 長崎県 佐世保工業高等専門学校 久保　若奈（３級）

長崎県 佐世保工業高等専門学校 澁川　朋樹（二段） 長崎県 佐世保工業高等専門学校 上笹貫　蕗（３級）



都道府県 学校名 氏名

北海道 北海道富良野高等学校 能登　陸空　

北海道 北海道富良野高等学校 細川　未夢　

北海道 北海道富良野高等学校 齋藤　美優　

北海道 北海道富良野高等学校 塚田　望生　

群馬県 樹徳高等学校 矢内　慎之助　

群馬県 樹徳高等学校 山本　涼平・依田　宇弘

東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校 川上　桜子

神奈川県 桐蔭学園 高濱　さらさ　

神奈川県 桐蔭学園 中田　祐介

神奈川県 桐蔭学園 岡部　壮馬

京都府 京都西山高等学校 加納　美潤　

京都府 京都西山高等学校 音羽　愛梨

京都府 京都府立鴨沂高等学校 今井　かりん　

大阪府 大阪夕陽丘学園高等学校 國光　きらり　

大阪府 大阪夕陽丘学園高等学校 岩田　明日香　

大阪府 大阪産業大学附属高等学校 松岡・久保・中道・山脇

兵庫県 神戸市立葺合高等学校 小野　日葵  

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 古久保　宇紅 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 村上　冬音 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 森澤　日菜 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 中川　未空 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 垣本　柚化 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 中山　侑香 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 吉岡　彩月　

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 小田　愛里 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 田嶋　祥也 

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 吉田　早翼　

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 本宮　健照　

愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校 藤川　涼果　

高知県 高知県立高知工業高等学校 清水　翔太朗　

高知県 高知県立高知工業高等学校 中峰　綾太　

高知県 高知高等学校 西岡　勇飛　
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