
平成27年度第１８回東京都高等学校少林寺拳法新人大会入賞一覧 2015年11月8日（日）9：00～  都立砂川高等学校

男子自由組演武の部 女子自由組演武の部

順位 所属 得点 順位 所属 得点 男子総合
優　勝 ○ 城北 芝田　健自(二) 三嶋　貴志(二) 255 優　勝 ○ 清瀬 星野　美咲(初) 田中　綾(初) 260 学校名 総合得点

第２位 ○ 城北 岩鼻　駿(二) 伊藤　宏倫(二) 253 第２位 ○ 早稲田実業 宮﨑　柊花(二) 堀越　捺津己(初) 257 優　勝 城北 40

第３位 ○ 早稲田実業 大橋　知直(二) 佐藤　由弥(二) 251 第３位 ○ 国立 木村 小夏(1) 土方 咲(1) 257 第２位 国立 39

第４位 ○ 早稲田実業 本間　雄貴(3) 伊藤　勇輝(3) 251 第４位 ○ 富士見丘 古川　璃々子(二) 孫　丹青(二) 257 第３位 早稲田実業 20

第５位 ○ 城北 筧　涼介(二) 小川　新太郎(二) 249 第５位 ○ 富士見丘 伊東　裟織(1) 菅野　純佳(1) 257

第６位 ○ 清瀬 日野義嗣(1) 林　智昭(1) 249 第６位 ○ 国立 重中 咲希(1) 奥野 さやか(1) 256

第７位 ○ 城北 菅野　雄仁(二) 半田　智也(二) 249 第７位 ○ 国立 江口 瑠南(1) 末永 さくら(1) 256

第８位 ○ 共栄学園 大久保　和道(二) 仲佐　拓海(初) 248 第８位 ○ 国立 小林 広英(1) 吉田 夏子(1) 254

男子規定組演武の部 女子規定組演武の部

女子総合
優　勝 ○ 清瀬 北井康佑(4) 中村大喜(4) 257 優　勝 ○ 清瀬 島津文恵(4) 佐藤　華(4) 258 学校名 総合得点

第２位 ○ 国立 井下田  智樹(4) 内山  海翔(4) 252 第２位 ○ 国立 新堀  真南美(4) 天本  祐衣(4) 256 優　勝 清瀬 49

第３位 ○ 国立 深澤  雄一郎(4) 小鶴  裕樹(4) 252 第３位 ○ 国立 小宮  陽菜(4) 西田  麻美(4) 255 第２位 国立 46

第４位 ○ 国立 嶋田  尚也(4) 平野  秀大(4) 251 第４位 ○ 清瀬 田村優貴美(4) 須田愛結(4) 254 第３位 富士見丘 20

第５位 ○ 早稲田実業 了木　脩太(6) 大橋　勇仁(6) 250 第５位 ○ 早稲田実業 笹倉　ゆりか(6) 清水　彩加(6) 252

第６位 ○ 共栄学園 稲毛　優真(5) 水口　貴人(5) 249 第６位 ○ 国立 仙波  藍(4) 林  悠游(4) 252

第７位 ○ 早稲田実業 都築　啓(6) 今井　文哉(6) 247 第７位 ○ 国立 福田  梨華(4) 関口  真由(4) 251

第８位 ○ 共栄学園 石川　睦人(5) 角田　壮太(5) 247 第８位 ○ 国立 中路  夏野(4) 丸山  紗季(4) 249

男子自由単独演武の部 女子自由単独演武の部

優　勝 ○ 城北 廣島　遼明(初) 253 優　勝 ○ 清瀬 荒井　流風香(ニ) 257

第２位 ○ 桜丘 石橋　侑己(初) 252 第２位 ○ 国立 佐藤 桃(1) 253

第３位 ○ 桜丘 松澤　琉貴(1) 252 第３位 ○ 共栄学園 鈴木　風香(二) 253

第４位 ○ 砂川 髙木　澪(初) 252 第４位 ○ 富士見丘 田口　博絵(二) 252

第５位 ○ 清瀬 石田　光(１) 250 第５位 ○ 国立 吉元 鈴(1) 251

第６位 ○ 東京都市大付 樋口　真央(二) 249 第６位 ○ 清瀬 石井　朋花(1) 249

第７位 ○ 東京都市大付 岡本　哲也(二) 248 第７位 ○ 桜丘 室川　聖菜(初) 249

第８位 ○ 清瀬 栗林知広(２) 247 第８位 ○ 国立 德永 陽奈(1) 249

男子規定単独演武の部 女子規定単独演武の部

優　勝 ○ 国立 早川  鉄郎(4) 251 優　勝 ○ 桜丘 菊川　真咲(4) 255

第２位 ○ 国立 小林  悠人(4) 251 第２位 ○ 砂川 海老澤　花音(4) 254

第３位 ○ 東京都市大付 町田　昂平(4) 244 第３位 ○ 清瀬 若月　鈴萌(4) 252

第４位 ○ 東京都市大付 松村　晃大(6) 241 第４位 ○ 国立 藤森  麻衣(4) 251

第５位 ○ 桜丘 大塚　知貴(6) 240 第５位 ○ 国立 諌早  向日葵(4) 250

第６位 ○ 国立 野村  優希(4) 239 第６位 ○ 桜丘 澤田　萌(4) 250

第７位 ○ 国立 芝  紀々(4) 248

第８位 ○ 国立 牧野  里穂(4) 248

男子団体演武の部 女子団体演武の部

優　勝 ○ 城北 258 優　勝 ○ 富士見丘 258

第２位 ○ 早稲田実業 256 第２位 ○ 清瀬 256

第３位 ○ 清瀬 254 第３位 ○ 国立－Ａ 255

第４位 ○ 東京都市大付－Ｂ 248 第４位 ○ 早稲田実業 253

第５位 ○ 国立 248 第５位 ○ 国立－Ｂ 248

第６位 ○ 芝 245 第６位 ○ 日大二 244

第７位 ○ 東京都市大付－Ａ 245 第７位 ○ 錦城学園 241

第８位 ○ 共栄学園 244 0

秋本　開伊･杉野　匠･末廣　航一･吉田　一揮･鈴木　智也･阿野　響太郎･井出村　重仁

宮崎　広頼･高橋　優介･皆川　昌輝･奥田　多門･角田　壮太･稲毛　優真･梅原　翼

小宮  陽菜･天本  祐衣･西田  麻美･藤森  麻衣･新堀  真南美･芝  紀々･有賀  アンナ･諌早  向日葵

村上　実紗子･織田　梨紗子･山本　美幸･片岡　蒼･増田　葉瑠花･辰田　紗姫

山川　春奈･室橋　香那･山澤　日和･横地　未咲･吉岡　あかり･宮本　真希･長井　瑠那

小鶴  裕樹･嶋田  尚也･深澤  雄一郎･平野  秀大･早川  鉄郎･小林  悠人

田村　玄･菊地　奏太･児玉　大志･髙田　瑛仁･近野　寛･岩井　鴻志郎･大竹　創･田口　慶人

氏名 氏名

日野　義嗣･林　智昭･石田　光･北井　康佑･中村　大喜･栗林知広

大貫　隼登･横山　黎･金子　佳央･柏倉　輝義･岡本　哲也･樋口　真央･町田　昂平･松村　晃大

佐藤　桃･奥野　さやか･小林　広英･末永　さくら･重中　咲希･吉田 夏子･根本 夏穂

宮﨑　柊花･堀越　捺津己･佐藤　和･笹倉　ゆりか･清水　彩加･帯金　真衣乃

芝田　健自･三嶋　貴志･岩鼻　駿･伊藤　宏倫･米田　舜･窪田　光一郎･菅野　雄仁･半田　智也

大橋　知直･佐藤　由弥･本間　雄貴･伊藤　勇輝･安養寺　壮太･福井　航大･都築　啓･大橋　勇仁

蛭川　寧々花･古川　璃々子･田口　博絵･孫　丹青･寺井　理耶子･上薗　美穂･小西　万優子･中島　由貴

荒井　流風香･星野　美咲･田中　綾･島津　文恵･佐藤　華･若月　鈴萌･田村　優貴美･須田　愛結


