
第20回　東京都高等学校　少林寺拳法新人大会　入賞一覧 （平成29年11月5日） 会場：砂川高校

①男子規定組演武の部 ⑤男子規定単独演武の部 ⑨男子団体演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点 順位 所属 得点

1 国立 前田　泰雅(4) 清水　夕馬(4) 258 1 国立 佐々　俊之(4) 258

2 共栄学園 中西　悠貴(6) 新井　琉矢(6) 249 2 国立 伊藤　圭吾(4) 257

3 国立 稲岡　玲(4) 仁後　太希(4) 248 3 砂川 風間　宥利(4) 257

4 国立 曾　泊軒(4) 柴山　昂穂(4) 248 4 清瀬 新井　航太(4) 254

5 国立 清田　朋和(4) 平間　柊太郎(4) 246 5 国立 横内　涼太郎(4) 253

6 国立 鈴木　友悠(4) 加藤　碩人(4) 246 6 国立 趙　一緒(4) 253

7 錦城学園 齋藤　駿人(5) 村尾　純汰(5) 242 7 錦城学園 岩井　一真(5) 252

8 日大二 平野　光一(5) 川村　光平(5) 241 8 東京電機大 池田　裕一(5) 250

②女子規定組演武の部 ⑥女子規定単独演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点

1 清瀬 松尾　和香(4) 中原　栞理(4) 263 1 国立 赤松　瑚子(4) 253

2 国立 小池　梨奈(4) 水野　江美(4) 257 2 昭和 出口　萌香(4) 252

3 国立 磯田　ゆうみ(4) 佐藤　有紗(4) 256 3 国立 須﨑　和音(4) 251 ⑩女子団体演武の部
4 国立 早舩　睦美(4) 吉田　都夏(4) 256 4 錦城学園 仲川　妃香(5) 250 順位 所属 得点

5 国立 多家　桜子(4) 八巻　陽香(4) 255 5 昭和 田中　海羽(4) 250

6 昭和 吉武　日和子(4) 小川　知夏(4) 253 6 国立 荒川　奈緒(4) 250

7 国立 田代　陽(4) 稲室　里佳子(4) 252 7 桜丘 本間　祐妃(5) 246

8 富士見丘 玉内　愛弓(6) 中村　百花(6) 250 8 富士見丘 渡邉　花音(6) 244

③男子自由組演武の部 ⑦男子自由単独演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点

1 城北 星野　将邦(二) 神谷　康友(初) 263 1 砂川 申　在樹(3) 260

2 清瀬 佐久間　勇太(初) 牛ノ濵　瑞貴(初) 259 2 桜丘 澤田　和歩(初) 257

3 城北 村冨　孝輔(二) 安本　太一(二) 259 3 帝京 泉　秀磨(初) 256

4 早稲田実業 長谷川　翔一(二) 山宮　輝也(二) 259 4 清瀬 笹沼　隆史(初) 256

5 国立 加藤　偉於(初) 佐宗　玲音(初) 258 5 日大二 中村　耕也(1) 256

6 清瀬 大濱　魁人(初) 石田　凌也(初) 258 6 芝 菊地　慈温(二) 256

7 国立 小林　慶大(初) 池渕　晟彦(初) 255 7 国立 山口　晃央(初) 255

8 早稲田実業 落合　祐真(2) 塚口　颯大(2) 254 8 清瀬 佐藤　恵一朗(1) 255

総合（男子）
④女子自由組演武の部 ⑧女子自由単独演武の部 順位 学校名 総合得点

順位 所属 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点 1 国立 48

1 清瀬 今井　里歩(二) 粕谷　快里(初) 263 1 富士見丘 住野　夢子(初) 261 2 城北 26

2 共栄学園 鈴木　敦賀(二) 村田　依鶴(二) 262 2 早稲田実業 遠藤　直(初) 260 3 清瀬 23

3 清瀬 青木　睦(初) 佐野　瑛美(初) 261 3 清瀬 岡　華奈衣(初) 259

4 早稲田実業 陶山　絹香(二) 木口　桃華(二) 260 4 早稲田実業 新井　智咲(二) 257 総合（女子）
5 早稲田実業 増山　朋華(二) 三森　菜々香(二) 259 5 国立 中村　晶子(初) 257 順位 学校名 総合得点

6 早稲田実業 伊藤　華梨(二) 中村　美来(二) 255 6 早稲田実業 西村　彩(二) 257 1 国立 45

7 富士見丘 脊戸　麻礼(3) 佐藤　由奈(3) 255 7 共栄学園 高橋　育美(初) 256 2 清瀬 42

8 国立 髙瀬　緋奈乃(初) 藤木　慧海(初) 255 8 富士見丘 宮崎　新菜(初) 255 3 早稲田実業 28

選手名（資格）

選手名（資格）

選手名（資格）

7 国立－Ｂ
赤松 瑚子･多家 桜子･磯田 ゆうみ･

249
八巻 陽香･小池 梨奈･吉田 都夏

6 共栄学園 240

4 東京都市大付 251

5 国立 246

選手名

1 城北 263

2 早稲田実業 258

5 共栄学園
鈴木　敦賀･村田　依鶴･森竹　渚紗･林　夏実･

256
福澤　菜乃花･栗崎　夢叶･高橋　育美･金野　桃子

6 日大二
古小髙　霞･中里　有貴･南海　絵里子･宮尾　怜奈･

250
轟　実紀･大石　満里奈･月岡　真衣子･德田　かのか

261

3 国立－Ａ 259

4 富士見丘 257
住野　夢子･宮崎　新菜･川島　かなれ

髙瀬　緋奈乃･中村　晶子･栗原　芳子

脊戸　麻礼･佐藤　由奈･高野　美波･

1 清瀬 261

2 早稲田実業

今井　里歩･粕谷　快里･松尾　和香･中原　栞理

陶山　絹香･木口　桃華･増山　朋華･三森　菜々香･

新井　智咲･遠藤　直･伊藤　華梨･中村　美来

森田　莉帆･藤木　慧海･山下　夢乃･

選手名

桑迫　智早･岡　華奈衣･田中　紗綾･青木　睦美･

古澤　友貴･中西　悠貴･新井　琉矢

栃原　弘幸･武井　悠馬･尾田　直斗･西館　幸祐

伊藤 圭吾･清水 夕馬･仁後 太希･

前田 泰雅･鈴木 友悠･横内 涼太郎

神山　英輝･宮澤　匠･小林　由直･

石田　凌也･佐久間　勇太･大濱　魁人･笹沼　隆史･

牛ノ濵　瑞貴･佐藤　恵一朗･新井　航太

吉田　翔太･森田　麟･前田　優河･藤沼　英世･

3 清瀬 256

星野　将邦･田村　和也･宮川　蓮･大熊　輪･

神谷　康友･渡邉　隆之･千種　一航･熊木　雄亮

泉　輝紀･平井　悠貴･北隅　青空･本河　研人･

長谷川　翔一･山宮　輝也･落合　祐真･佐藤　俊介

選手名（資格）


