
平成２７年度第４６回関東高等学校少林寺拳法大会入賞一覧

男子組演武 女子組演武

順位 都道府県 所属 得点 順位 都道府県

優　勝 埼玉県 川越東 澤田　武(三) 刈屋　壮輝(初) 261 優　勝 東京都

第２位 千葉県 桜林 金子　真和(初) 岩見　凌(初) 260 第２位 東京都

第３位 東京都 早稲田実業 居作　和英(三) 小林　和真(三) 259 第３位 千葉県

第４位 千葉県 成田国際 廣瀬　輝(初) 青木　優斗(初) 259 第４位 埼玉県

第５位 千葉県 桜林 及川　幹太(初) 酒田　秦丞(初) 258 第５位 東京都

第６位 埼玉県 城北埼玉 飯塚　靖隆(三) 草間　信徹(初) 258 第６位 東京都

第７位 神奈川県 慶應義塾 森上　雄大(初) 田野　奏多(初) 257 第７位 東京都

第８位 埼玉県 川越東 神嵜　良愛(三) 中田　拳(初) 257 第８位 神奈川県

男子単独演武 女子単独演武

順位 都道府県 所属 得点 順位 都道府県

優　勝 東京都 清瀬 村杉　千尋(初) 256 優　勝 千葉県

第２位 千葉県 桜林 平松　直紀(初) 256 第２位 東京都

第３位 千葉県 成田北 齋藤　友貴(初) 255 第３位 埼玉県

第４位 埼玉県 城北埼玉 三浦　海都(初) 254 第４位 東京都

第５位 群馬県 四ツ葉学園中等 熊木　零仁(ニ) 254 第５位 千葉県

第６位 千葉県 成田国際 工藤　祐樹(初) 253 第６位 東京都

第７位 埼玉県 越ヶ谷 佐藤　晃司(初) 252 第７位 埼玉県

第８位 東京都 早稲田実業 綿貫　壮平(三) 251 第８位 東京都

男子団体演武 女子団体演武

順位 都道府県 所属 得点 順位 都道府県氏名

平成２７年６月６日（土）～７日（日）  群馬県スポーツセンター　ALSOKぐんまアリーナ

氏名

氏名



優　勝 千葉県 桜林 256 優　勝 東京都

第２位 埼玉県 川越東 256 第２位 埼玉県

第３位 千葉県 成田国際 254 第３位 千葉県

第４位 神奈川県 慶應義塾 253 第４位 千葉県

第５位 埼玉県 城北埼玉 250 第５位 東京都

第６位 埼玉県 小川 249 第６位 群馬県

第７位 東京都 清瀬 248 第７位 千葉県

第８位 千葉県 志学館 248 第８位 神奈川県

男子総合優勝 女子総合優勝

及川　幹太･金子　真和･外山　晟人･岩見　凌･酒田　秦丞･藤波　慈恵偉･平松　直紀･小森　丈司

澤田　武･神嵜良愛･刈屋壮輝･伊藤友輝･中田　拳･岩田悠一朗･梶山和人･池知卓実

廣瀬　輝･田野　真之･青木　優斗･植田　晃行･井上　太陽･工藤　祐樹･安達　省吾･山本　亮佑

森上　雄大･田野　奏多･太田　龍志･柴田　諒太郎･川上　智也･田崎　俊介･三富　直毅･高橋　龍之介

飯塚　靖隆･草間　信徹･沓掛　春暁･三浦　海都･小林　稔･長野　光希･申　将宇･石井　亮徳

岡部　翼･櫻井美瑛･清水勇里･堀　和樹･山口　臣人･黒澤　颯斗･佐藤　伸･柳　晴季

大久保　宰也･川﨑　直人･福田　和輝･村杉　千尋･林　智昭･日野　義嗣･石田　光

前田　陸･山科　裕海･梅原　功実･友田　陽太･庄山　拓磨･田村　祥太郎･伊澤　優太･篠田　龍

桜林高等学校



所属 得点

富士見丘 野崎　智花(三) 八木　杏那(三) 262

富士見丘 内田　杏香(三) 前島　涼香(三) 258

志学館 北村　真歩(初) 仲泊　優香(初) 258

狭山清陵 関根　久実(二) 峯岸　沙夏(初) 258

清瀬 菊地　彩花(初) 畠中　科子(初) 257

富士見丘 福村　玲奈(三) 梅川　郁実(二) 256

富士見丘 二森　美菜子(三)福田　実咲(三) 256

有馬 村田　みお(三) 坪井　美奈(初) 255

所属 得点

桜林 髙橋　萌江(二) 261

清瀬 荒井　流風香(二) 257

小川 荻野　絵理(初) 256

早稲田実業 亀谷　あゆみ(三) 255

成田国際 早川　夕葉(2) 253

早稲田実業 石井　桃子(三) 253

狭山清陵 植村　菜々子(初) 252

国立 片山 愛(初) 252

所属 得点氏名

平成２７年６月６日（土）～７日（日）  群馬県スポーツセンター　ALSOKぐんまアリーナ

氏名

氏名



富士見丘 263

狭山清陵 261

成田国際 260

志学館 257

国立 255

桐生 254

桜林 252

有馬 252

野崎　智花･福田　実咲･前島　涼香･八木　杏那･寺井　理耶子･古川　璃々子･二森　美菜子･伊東　裟織

関根　久実･峯岸　沙夏･植村菜々子･及川　瑠華･佐伯　恵理･東峯　凜･小田　朱莉･齋藤　桃子

實方　理香･ 髙橋　葵･渡辺　千尋･小野　睦実･麻生　さくら･早川　夕葉･藤戸　萌子･坂口　真唯

北村　真歩･仲泊　優香･宮木　日和･内藤　光海･中村　恵･古米　美里･佐賀　ゆりあ･岩田　千明

友草　由麻･片山　愛･髙田　彩加･鈴木　みずほ･阿部 榛果･末永　さくら

金子　彩音･早川　莉穂･柳澤　知采･佐久間　椋子･神山　由衣･六本木　野笑･門平　咲耶･菊地　優

髙橋　萌江･川村　恵未･内山田　鈴菜･内田　裕理･小林　奈々･金子　夏子

村田　みお･坪井　美奈･大谷　みずき･佐藤　知佳･塙　彩良･鎮野　結衣･小嶋　栞礼

富士見丘高等学校


