
第49回全国高等学校少林寺拳法大会　決勝結果

■男子単独演武

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

1 1 13 朝倉 福岡県 杉山　奏太 二段 264.0 157.5

2 1 10 坂出第一 香川県 阿蘓品　泰輝 三段 264.0 157.5

3 1 3 大阪産大附属 大阪府 川村　昂生 初段 263.0 159.0

4 1 16 大阪産大附属 大阪府 仁科　天太 三段 262.0 158.5

5 1 15 早稲田実業 東京都 大塚　世翔 三段 262.0 158.0

6 1 14 東海大諏訪 長野県 浅川　凰生 三段 262.0 158.0

■男子組演武（自由演武）

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

富良野 北海道 東　蓮翔 初段

富良野 北海道 藤川　峻 初段

坂出第一 香川県 谷　雄生 三段

坂出第一 香川県 大河内　星那 三段

桜林 千葉県 安藤　琥斗輝 三段

桜林 千葉県 鈴木　出海 三段

聖隷クリストファー 静岡県 高山　純弥 二段

聖隷クリストファー 静岡県 安藤　和志 二段

関西高校 岡山県 前田　忠秀 三段

関西高校 岡山県 面田　俊輔 三段

神島 和歌山県 小嶋　智希 二段

神島 和歌山県 下野　大和 二段

2 1 10 262.5 157.0

1 1 12 264.0 157.0

4 1 14 262.5 156.5

3 1 7 262.5 157.0

6 1 1 261.0 155.5

5 1 16 262.5 156.0



■男子団体演武

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

志学館 千葉県 川名　一輝 三段

志学館 千葉県 菅沼　洋平 二段

志学館 千葉県 松本　旺太 初段

志学館 千葉県 石井　康介 初段

志学館 千葉県 前田　央楓 初段

志学館 千葉県 大澤　承真 初段

志学館 千葉県 小林　洋介 2級

志学館 千葉県 安藤　利玖 2級

坂出第一 香川県 谷　雄生 三段

坂出第一 香川県 大河内　星那 三段

坂出第一 香川県 浅山　幸翼 初段

坂出第一 香川県 齋藤　友希 初段

坂出第一 香川県 阿蘓品　泰輝 三段

坂出第一 香川県 五島　柚貴 二段

坂出第一 香川県 鈴木　神楽 4級

坂出第一 香川県 石川　尚輝 4級

広島城北 広島県 谷峰　諒紀 三段

広島城北 広島県 豊田　楓 三段

広島城北 広島県 田中　信雄 三段

広島城北 広島県 谷口　文啓 三段

広島城北 広島県 西村　悠矢 三段

広島城北 広島県 東　颯大 初段

広島城北 広島県 石田　翔大 初段

関西高校 岡山県 前田　忠秀 三段

関西高校 岡山県 面田　俊輔 三段

関西高校 岡山県 大森　孔双 三段

関西高校 岡山県 荒木　皓翔 初段

関西高校 岡山県 平島　秀将 初段

関西高校 岡山県 徳森　祐也 初段

関西高校 岡山県 雲岡　七星 初段

小松工業 石川県 津田　悠斗 初段

小松工業 石川県 田中　裕貴 初段

小松工業 石川県 土屋　秋貴 初段

小松工業 石川県 新川　隼吏 初段

小松工業 石川県 杉山　拓海 初段

小松工業 石川県 後　達也 初段

小松工業 石川県 宇都宮　舷英 初段

小松工業 石川県 池田　亘輝 3級

大阪産大附属 大阪府 仁科　天太 三段

大阪産大附属 大阪府 織田　卓杜 三段

大阪産大附属 大阪府 川村　昂生 初段

大阪産大附属 大阪府 池田　大和 二段

大阪産大附属 大阪府 山﨑　響貴 二段

大阪産大附属 大阪府 北谷　颯真 二段

大阪産大附属 大阪府 谷渕　龍輝 二段

大阪産大附属 大阪府 舘　龍馬 二段

2 1 10 263.5 157.5

1 1 7 263.5 158.0

4 1 11 262.0 156.0

3 1 9 263.5 157.5

6 1 3 260.5 156.5

5 1 6 261.5 156.5



■女子単独演武

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

1 2 1 橋本 和歌山県 坂本　結衣 初段 259.0 154.5

2 2 6 泉北 大阪府 重里　愛実 二段 258.0 153.0

3 2 13 東海大諏訪 長野県 牛尼　萌那 三段 257.5 155.5

4 2 11 伊豆中央 静岡県 角田　遥音 二段 257.0 155.0

5 2 10 小松工業 石川県 前畑　瑠璃 初段 256.5 152.5

6 2 9 南部 和歌山県 森澤　結芽 三段 256.5 151.5

■女子組演武（自由演武）

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

桜林 千葉県 三橋　美蕾 初段

桜林 千葉県 小林　渚紗 二段

大阪 大阪府 越智　桃歌 三段

大阪 大阪府 霜田　華 三段

神島 和歌山県 髙松　乃愛 初段

神島 和歌山県 小西　杏奈 三段

賢明女子 兵庫県 花里　美奈 二段

賢明女子 兵庫県 佐々木　ひかり 初段

志学館 千葉県 秋山　果凜 三段

志学館 千葉県 千葉　真衣 初段

大阪産大附属 大阪府 片庭　来美 三段

大阪産大附属 大阪府 友澤　理歩 初段

2 2 4 261.0 156.0

1 2 10 262.5 156.0

4 2 9 261.0 156.0

3 2 8 261.0 156.0

6 2 5 259.5 154.5

5 2 12 261.0 155.5



■女子団体演武

順位 コート No. 所属 都道府県 氏名 武階 総合点 技術点

志学館 千葉県 秋山　果凜 三段

志学館 千葉県 千葉　真衣 初段

志学館 千葉県 森　花菜 三段

志学館 千葉県 天神　麻奈美 初段

志学館 千葉県 浅野　夢希 三段

志学館 千葉県 中社　愛理 三段

志学館 千葉県 橋本　莉寧 初段

志学館 千葉県 川名　真菜美 二段

富良野 北海道 荏原碧 初段

富良野 北海道 壽浅瑠称 初段

富良野 北海道 松本みのり 二段

富良野 北海道 中村凛 初段

富良野 北海道 奥田早茅 初段

富良野 北海道 小野響子 2級

富良野 北海道 上堀晏奈 初段

富良野 北海道 堀川彩愛 初段

神島 和歌山県 髙松　乃愛 初段

神島 和歌山県 小西　杏奈 三段

神島 和歌山県 長尾　涼花 初段

神島 和歌山県 尾原　玲菜 二段

神島 和歌山県 岡本　優奈 初段

神島 和歌山県 小田　ありす 1級

神島 和歌山県 鈴木　春那 1級

神島 和歌山県 亀山　彩羽 1級

小松工業 石川県 壁谷　厘華 初段

小松工業 石川県 北村　柚希 初段

小松工業 石川県 前畑　瑠璃 初段

小松工業 石川県 北村　光瑚 初段

小松工業 石川県 中谷　梓 3級

小松工業 石川県 碇山　華加 3級

小松工業 石川県 竹下　こころ 3級

大阪産大附属 大阪府 片庭　来美 三段

大阪産大附属 大阪府 寺西　真耶 三段

大阪産大附属 大阪府 友澤　理歩 初段

大阪産大附属 大阪府 海野　真緒 1級

大阪産大附属 大阪府 兼田　結月 初段

大阪産大附属 大阪府 兼田　梨帆 初段

大阪産大附属 大阪府 衣川　夏帆 初段

和光国際 埼玉県 安野　結空 初段

和光国際 埼玉県 原島　志帆 初段

和光国際 埼玉県 八木　希望 初段

和光国際 埼玉県 下山　葉月 初段

和光国際 埼玉県 宗則　光香 初段

和光国際 埼玉県 渡辺　ありさ 初段

和光国際 埼玉県 岸本　侑花 初段

2 2 7 263.5 157.0

1 2 10 264.0 157.5

4 2 6 262.0 156.5

3 2 11 263.0 157.0

6 2 8 261.0 156.5

5 2 5 261.5 156.5


