
第21回　関東高等学校　少林寺拳法選抜大会　入賞一覧 （平成30年12月） 会場：東京武道館

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 都道府県 得点 順位 所属 都道府県 選手名（資格） 得点 順位 所属 都道府県 得点

1 川越東 埼玉 菅谷　愛斗(4) 吉田　颯汰(4) 262 1 土浦湖北 茨城 髙田　奏都(4) 260

2 小川 埼玉 浅見　涼(4) 古川　啓志(4) 258 2 越ヶ谷 埼玉 関口　晶太(4) 254

3 有馬 神奈川 チャン　ダラムニー(5) 清田　博哉(5) 257 3 太田東 群馬 岡田　光矢(5) 254

4 土浦第二 茨城 渡邉　凜(4) 酒井　悠真(4) 256 4 志学館 千葉 恒成　遥陽(4) 254

5 清瀬 東京 林　正浩(4) 山田　雄大(4) 255 5 共栄学園 東京 小倉　鈴ノ介(5) 253

6 成田国際 千葉 上野　基(4) 髙橋　志門(4) 255 6 桜林 千葉 尾川　晴(4) 252

7 国立 東京 中澤　蒼(4) 中市　貴大(4) 253 7 志学館 千葉 伊藤　颯馬(4) 252

8 国立 東京 溝口　海峰(4) 五味　良樹(4) 252 8 国立 東京 亀井　鼓太郎(4) 252

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 都道府県 得点 順位 所属 都道府県 選手名（資格） 得点

1 和光国際 埼玉 倉根　ひかる(4) 鈴木　優希(4) 260 1 越ヶ谷 埼玉 富田　里佳(4) 260

2 清瀬 東京 浅井　まゆ(4) 門田　遥(4) 259 2 狭山清陵 埼玉 長谷川　万乃佳(5) 258

3 清瀬 東京 杉田　友華(4) 鳥海　里歩(4) 258 3 国立 東京 望月　知帆(4) 255

4 成田国際 千葉 藤﨑　南乃(4) 山﨑　朝日(4) 257 4 成田国際 千葉 伊藤　和奏(4) 255

5 越ヶ谷 埼玉 藤原　菜月(4) 村田　結衣(4) 256 5 土浦湖北 茨城 谷中　鈴(4) 255

6 成田国際 千葉 加島　莉桜(4) 石井　陽(4) 255 6 土浦湖北 茨城 三浦　咲冬(4) 254

7 作新学院 栃木 加持　英里子(5) 白井　遥凪(5) 255 7 越ヶ谷 埼玉 岩上　明里(4) 254 ⑩女子団体演武の部
8 有馬 神奈川 野崎　真央(5) 前田　ほのか(5) 254 8 土浦湖北 茨城 安達　美希(4) 254 順位 所属 都道府県 得点

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 都道府県 得点 順位 所属 都道府県 選手名（資格） 得点

1 桜林 千葉 髙橋　右京(三) 水上　英信(初) 259 1 志学館 千葉 北原　俊(初) 259

2 城北学園 東京 神谷　康友(二) 渡邉　隆之(二) 257 2 湘南 神奈川 金子　佑哉(三) 258

3 川越東 埼玉 神嵜　真季(三) 舩戸　綜馬(初) 256 3 志学館 千葉 風間　向陽(二) 257

4 城北埼玉 埼玉 江藤　主馬(二) 三村　隼史(二) 256 4 海老名 神奈川 黒田　輝生(1) 256

5 成田国際 千葉 増田　健(二) 高野　唯人(初) 255 5 砂川 東京 申　在樹(初) 254

6 川越東 埼玉 篠宮　翼(初) 菅井　悠汰(初) 255 6 つくば秀英 茨城 中泉　蓮(二) 253

7 国立 東京 清水　夕馬(初) 前田　泰雅(初) 254 7 桜林 千葉 米倉　大稀(初) 253

8 早稲田実業 東京 北隅　青空(二) 筒井　大翔(二) 252 8 城北埼玉 埼玉 浅野　雅之(初) 253

④女子自由組演武の部 ⑧女子自由単独演武の部
順位 所属 都道府県 得点 順位 所属 都道府県 選手名（資格） 得点

1 桐蔭学園 神奈川 波田野　理子(三) 森本　寧々(三) 262 1 富士見丘 東京 住野　夢子(初) 262

2 清瀬 東京 松尾　和香(初) 中原　栞理(初) 261 2 成田国際 千葉 森岡　澪音(初) 261

3 越ヶ谷 埼玉 新井　七葉(初) 菊地　未峰(初) 258 3 狭山清陵 埼玉 大賀　美凜(二) 259

4 早稲田実業 東京 西村　彩(二) 三森　菜々香(二) 258 4 和光国際 埼玉 古賀　さくら(初) 258 総合（男子） 総合（女子）
5 早稲田実業 東京 伊藤　華梨(二) 増山　朋華(三) 256 5 砂川 東京 荒井　白雲香(初) 258 順位 学校名 総合得点 順位 学校名 総合得点

6 志学館 千葉 片多　七海(三) 鈴木　優華(初) 256 6 成田北 千葉 岩城　ゆい(初) 258 川越東 25 1 成田国際 32

7 桜林 千葉 村山　かれん(初) 芦田　海遥(二) 255 7 早稲田実業 東京 遠藤　直(二) 258 桜林 25 2 清瀬 25

8 清真学園 茨城 大竹　凜(二) 秋葉　萌(二) 255 8 成田国際 千葉 仲間　日南子(初) 258 3 志学館 23 3 越ヶ谷 23

選手名（資格） 選手名

1 桜林
髙橋　右京･水上　英信･米倉　大稀･中山　慶亮･

262
保科　柚貴･天野　正輝･田口　拓哉･尾川　晴

2 城北学園
神谷　康友･渡邉　隆之･大塩　龍太郎･植村　信太郎･

259
松尾　周･岩崎壮馬･大河内　啓･須賀　英徳

3 川越東
神嵜　真季･舩戸　綜馬･篠宮　翼･

259
菅井　悠汰･菅谷　愛斗･吉田　颯汰

選手名（資格）
6 海老名

高橋　楓河･鯨岡　元樹･庄司　大晟･川津　佑騎･
255

古賀　旭純･黒田　輝生･宮関　駿斗･杉山　太一

4 早稲田実業
山宮　輝也･長谷川　翔一･北隅　青空･

256
筒井　大翔･宇田　樹･藤井　陸

5 城北埼玉
出山　文策･本橋　優･江藤　主馬･三村　隼史･

255
浅野　雅之･池田　泰和･沓掛　由祐･鈴木　賢信

選手名（資格）

4 桐蔭学園
波田野　理子･森本　寧々･安田　美紅･長﨑　美咲･

257
吉澤　志穂･髙濵　さらさ･碓井　真由美･白方　里彩

千葉

東京

神奈川

2 志学館
片多　七海･鈴木　優華･大澤　明莉･秋田　恭子･

259
戸田　亜都菜･作間　悠衣･木村　海咲･森　向日葵

3 早稲田実業
伊藤　華梨･増山　朋華･新井　智咲･中村　美来･

259
遠藤　直･三森　菜々香･木口　桃華･西村　彩

選手名（資格）

1

8 越ヶ谷
谷口　愛実･富田　里佳･岩上　明里･

5 和光国際
新井　美珠･荒谷　優梨香･檜　千里･

256
古賀　さくら･高見澤　美紅･松本　なの花

6 清瀬
松尾　和香･中原　栞理･杉田　友華･浅井　まゆ･

255
門田　遥･鳥海　里歩･石原　明寿香

253
小見山　優輝･更科　旭保･大澤　凛太郎･伊藤　雄太

251
藤原　菜月･村田　結衣･篠崎　莉央

7 成田国際
増田　健･高野　唯人･新倉　侑･浜田　智康･

253
杉本　恭輔･江口　裕貴･鈴木　遥介･上野　基

8 桐蔭学園
坂本　陽介･川浪　直仁･中田　裕介･金田　朋晃･

7 清真学園
秋葉　萌･齋藤　玲･河原　真未･菅﨑　香澄･

254
大竹　凜･𠮷原　早恵･佐々木　一華･石神　満理奈

選手名

1 成田国際
森岡　澪音･鈴木　芽依･石井　也実･村上　果穂･

261
仲間　日南子･米田　海音･森　純菜･藤代　桃寧

千葉

千葉

神奈川

埼玉

東京

茨城

埼玉

千葉

東京

埼玉

東京

埼玉

神奈川


