
平成28年度第１９回東京都高等学校少林寺拳法新人大会入賞一覧 2016年11月6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 岩鼻　駿(二) 伊藤　宏倫(二) 259 優　勝 ○ 清瀬 田中　綾(二) 星野　美咲(ニ) 266 学校名 総合得点

第２位 ○ 城北 米田　舜(二) 星野　将邦(初) 256 第２位 ○ 国立 新堀  真南美(初) 天本  祐衣(初) 263 第1位 城北 53

第３位 ○ 城北 筧　涼介(二) 小川　新太郎(二) 255 第３位 ○ 清瀬 島津　文恵(初) 佐藤　華(初) 261 第2位 国立 35

第４位 ○ 共栄学園 大久保　和道(二) 仲佐　拓海(二) 255 第４位 ○ 共栄学園 鈴木　敦賀(初) 村田　依鶴(初) 261 第3位 清瀬 30

第５位 ○ 早稲田実業 都築　啓(1) 了木　修太(1) 254 第５位 ○ 早稲田実業 笹倉　ゆりか(1) 陶山　絹香(初) 261

第６位 ○ 城北 園田　晃平(二) 猪原　崇世(二) 254 第６位 ○ 富士見丘 伊東　裟織(初) 菅野　純佳(初) 261

第７位 ○ 清瀬 北井　康佑(初) 中村　大喜(初) 254 第７位 ○ 国立 小宮  陽菜(初) 西田  麻美(初) 259

第８位 ○ 共栄学園 水口　貴人(1) 石川　睦人(1) 253 第８位 ○ 清瀬 須田　愛結(初) 田村　優貴美(初) 256

男子規定組演武の部 女子規定組演武の部

女子総合
優　勝 ○ 国立 加藤　偉於(4) 佐宗　玲音(4) 258 優　勝 ○ 国立 栗原　芳子(4) 森田　莉帆(4) 256 学校名 総合得点

第２位 ○ 国立 河野　将己(4) 蒲　健太郎(4) 256 第２位 ○ 清瀬 田中　紗綾(4) 桑迫　智早(4) 254 第1位 清瀬 60

第３位 ○ 清瀬 佐久間　勇太(4) 牛之濵　瑞貴(4) 255 第３位 ○ 清瀬 青木　睦(4) 佐野　瑛美(4) 254 第2位 国立 42

第４位 ○ 早稲田実業 平井　悠貴(6) 溝井　郷介(6) 255 第４位 ○ 国立 髙瀬　緋奈乃(4) 藤木　慧海(4) 253 第3位 共栄学園 21

第５位 ○ 清瀬 大濱　魁人(4) 石田　凌也(4) 254 第５位 ○ 国立 森藤　遥(4) 大山　春香(4) 250

第６位 ○ 国立 小林　慶大(4) 池渕　晟彦(4) 250 第６位 ○ 国立 山下　夢乃 (4) 槻木　とわ(4) 250

第７位 ○ 早稲田実業 泉　輝紀(6) 佐藤　俊介(6) 249 第７位 ○ 桜丘 福士　月捺(4) 大戸　優奈(5) 249

第８位 ○ 国立 平　浩幸(4) 植田　晴紀(4) 249 第８位 ○ 国立 小島　千佳(4) 田中　萌子(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) 257 優　勝 ○ 共栄学園 鈴木　風香(三) 262

第２位 ○ 清瀬 栗林　知広(初) 255 第２位 ○ 桜丘 菊川　真咲(1) 259

第３位 ○ 日大二 千葉　時央(1) 252 第３位 ○ 桜丘 澤田　萌(1) 257

第４位 ○ 東京都市大付 岡本　哲也(二) 251 第４位 ○ 砂川 海老澤　花音(初) 257

第５位 ○ 錦城学園 上吉　　元(二) 250 第５位 ○ 清瀬 今井　里歩(初) 257

第６位 ○ 早稲田実業 大橋　勇仁(1) 250 第６位 ○ 共栄学園 青山　優菜(初) 256

第７位 ○ 共栄学園 高橋　優介(初) 250 第７位 ○ 国立 諌早  向日葵(初) 255

第７位 ○ 東京都市大付 樋口　真央(二) 250 第８位 ○ 富士見丘 作山　友香(初) 255

男子規定単独演武の部 女子規定単独演武の部

優　勝 ○ 清瀬 笹沼　隆史(4) 251 優　勝 ○ 清瀬 粕谷　快里(4) 255

第２位 ○ 国立 濵崎　佑哉(4) 248 第２位 ○ 国立 中村　晶子(4) 252

第３位 ○ 国立 山口　晃央(4) 248 第３位 ○ 清瀬 岡　華奈衣(4) 252

第４位 ○ 日大二 中村　耕也(5) 246 第４位 ○ 早稲田実業 杉浦　涼子(6) 251

第５位 ○ 国立 樫村　日奈太(4) 245 第５位 ○ 富士見丘 佐藤　由奈(6) 248

第６位 ○ 順天 山本　晃生(4) 242 第６位 ○ 富士見丘 脊戸　麻礼(6) 248

第７位 ○ 日大二 岡島　正昴(5) 237 第７位 ○ 富士見丘 高野　美波(6) 247

第８位 ○ 錦城学園 山下　海璃(4) 0 第８位 ○ 国立 坂本　咲桜里(4) 246

男子団体演武の部 女子団体演武の部

優　勝 ○ 城北－A 260 優　勝 ○ 清瀬－A 262

第２位 ○ 城北－B 256 第２位 ○ 国立－A 258

第３位 ○ 共栄学園 256 第３位 ○ 共栄学園 257

第４位 ○ 清瀬 254 第４位 ○ 富士見丘 256

第５位 ○ 早稲田実業 253 第５位 ○ 清瀬－B 256

第６位 ○ 東京都市大付 245 第６位 ○ 国立－B 248

第７位 ○ 芝 245 第７位 ○ 日大二 246

第８位 ○ 国立 243 0

髙田　瑛仁･近野　寛･大竹　創･岩井　鴻志郎･田口　慶人･松本　祥吾･舘林　祐人

加藤　偉於･佐宗　玲音･平　浩幸･樫村　日奈太･増子　直人･濵崎　佑哉

須田　愛結･田村　優貴美･田中　紗綾･青木　睦美･佐野　瑛美･岡　華奈衣･桑迫　智早

森田　莉帆･藤木　慧海･山下　夢乃･髙瀬　緋奈乃･中村　晶子･栗原　芳子･槻木　とわ

前田　夏未･及川　望･池田　佳穂･内本　凛果･小山　夏奈･二見　梓･鵜飼　夕莉･山村　百音

都築　啓･了木　修太･大橋　勇仁･今井　文哉･佐藤　俊介･泉　輝紀･平井　悠貴･溝井　郷介

金子　佳央･柏倉　輝義･岡本　哲也･樋口　真央･阿野　響太郎･吉田　一揮･横山　黎･大貫　隼登

氏名 氏名

大久保　和道･石川　睦人･角田　壮太･水口　貴人･奥田　多門･稲毛　優真･高橋　優介･仲佐　拓海

北井　康祐･中村　大喜･栗林　智広･石田　凌也･佐久間　勇太･大濱　魁人･笹沼　隆史･牛之濵瑞貴

鈴木　風香･青山　優菜･鈴木　敦賀･村田　依鶴･林　夏実･福澤　菜乃花･栗崎　夢叶･森竹　渚紗

伊東　裟織･菅野　純佳･川上　さくら･吉村　真依･作山　友香･高野　美波･高本　結愛･佐藤　由奈

岩鼻　駿･伊藤　宏倫･米田　舜･廣島　遼明･星野　将邦･半田　智也･窪田　光一郎･安本　太一

筧　涼介･小川　新太郎･田村　和也･熊木　雄亮･梶芳　怜央･大熊　輪･村富　孝輔･宮川　蓮

田中　綾･星野　美咲･島津　文恵･佐藤　華･今井　里歩･粕谷　快里

小宮  陽菜･諌早  向日葵･西田  麻美･藤森  麻衣･新堀  真南美･芝  紀々


