
令和元年度 全国高等学校総合体育大会 少林寺拳法競技大会 結果 （令和元年８月１日～４日） 会場：KIRISHIMAツワブキ武道館（宮崎県）

男子単独演武 女子単独演武 得点の()内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 大阪府 大産大附属 264.5(158.5) 1 新潟県 新津南 264.5(158.5)

2 香川県 坂出工業 263(157) 2 北海道 富良野 263.5(157)

3 岩手県 盛岡中央 262(157) 3 北海道 札幌北陵 263(159)

4 香川県 坂出商業 261.5(156) 4 千葉県 成田国際 262.5(158.5)

5 千葉県 志学館 260.5(155.5) 5 大阪府 府立泉北 262.5(156.5)

6 大分県 玖珠美山 260(155.5) 6 熊本県 ルーテル 262(158.5)

7 北海道 札幌国際情報 260(155.5) 7 宮崎県 都城西 262(156.5)

8 宮崎県 都城 259.5(155) 8 香川県 禅林学園 262(156.5)

9 神奈川県 湘南 258(154) 9 愛知県 鶴城丘 261(156.5)

10 奈良県 一条 258(153.5) 10 香川県 飯山 260.5(156)

11 兵庫県 報徳学園 257(153.5) 11 和歌山県 神島 260.5(155.5)

12 愛知県 中部大第一 257(153) 12 長野県 伊那弥生ヶ丘 260(155.5)

13 佐賀県 武雄 257(152.5) 13 東京都 早稲田実業 260(155.5)

14 宮城県 東北学院 256.5(153.5) 14 東京都 早稲田実業 260(155)

15 大阪府 府立泉北 256(151.5) 15 愛知県 一宮南 259.5(157)

16 佐賀県 鳥栖工業 255(153) 16 兵庫県 姫路西 258.5(156)

男子組演武 女子組演武
順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

1 千葉県 桜林 髙橋　右京(３年・三段) 水上　英信(３年・初段) 262.5(157.5) 1 大阪府 大阪 松永　海央(３年・三段) 帆足　愛歌(３年・三段) 267.5(159.5)

2 埼玉県 川越東 神嵜　真季(３年・三段) 舩戸　綜馬(３年・初段) 261.5(157) 2 北海道 富良野 塚田　望生(２年・二段) 齋藤　美優(２年・二段) 264.5(157.5)

3 京都府 一燈園 北畑　琉斗(３年・三段) 三谷　聡伸(２年・三段) 261.5(156.5) 3 東京都 早稲田実業 西村　彩(３年・二段) 三森　菜々香(３年・二段) 262(156)

4 千葉県 桜林 米倉　大稀(３年・初段) 天野　正輝(２年・二段) 261.5(155.5) 4 静岡県 聖隷クリストファー 荒井　彩乃(３年・三段) 青山　恋弓(３年・二段) 261.5(154.5)

5 石川県 小松工業 日光　駿太(１年・二段) 土本　拓実(１年・二段) 261(157) 5 広島県 市立福山 和泉　梨香子(３年・二段) 金田　梨沙(３年・三段) 260.5(155)

6 愛知県 中部大第一 馬場　陽旭(３年・二段) 木村　優児(３年・三段) 261(156.5) 6 和歌山県 神島 小川　愛理沙(３年・三段) 森澤　日菜(２年・二段) 260(155.5)

7 宮崎県 都城工業 馬籠　零士(３年・初段) 村社　光翼(３年・三段) 260.5(157.5) 7 北海道 札幌北陵 相原　菜那(３年・初段) 葛西　優花(３年・初段) 260(155)

8 大阪府 大産大附属 河原　真二(１年・二段) 玉井　良侑(２年・三段) 260.5(155.5) 8 宮崎県 都城 川﨑　春陽(３年・三段) 深港　麻夢(３年・初段) 260(154.5)

9 大阪府 府立泉北 櫻井　那悠(３年・初段) 重里　海斗(２年・二段) 260(156.5) 9 千葉県 成田国際 森　純菜(３年・初段) 藤代　桃寧(３年・初段) 260(154)

10 香川県 坂出第一 合田　正成(３年・三段) 藤原　功登(３年・三段) 260(154.5) 10 栃木県 作新学院 横嶋　輝実(３年・初段) 髙橋　茉央(３年・二段) 259.5(154.5)

11 宮崎県 都城 渋田　晃輝(２年・三段) 前田　琉彗(２年・三段) 259(156) 11 千葉県 桜林 村山　かれん(３年・初段) 芦田　海遥(２年・二段) 259(154)

12 和歌山県 神島 中川　弘陸(３年・三段) 長田　秀斗(３年・初段) 259(154.5) 12 熊本県 大津 岩村　爽来(３年・三段) 村上　栞梨(３年・初段) 258.5(154.5)

13 青森県 十和田工業 千葉　翔太(３年・初段) 後澤　海斗(３年・初段) 258.5(155.5) 13 和歌山県 神島 村上　冬音(２年・２級) 吉岡　彩月(２年・２級) 258.5(153.5)

14 福岡県 希望が丘 那須　心星(３年・三段) 横山　琉葵(２年・二段) 258(155) 14 佐賀県 武雄 鹿　彩乃(３年・初段) 諸岡　彩(３年・初段) 258.5(153)

15 兵庫県 姫路商業 黒田　晃大(３年・初段) 水上　龍汰(３年・初段) 258(155) 15 宮崎県 延岡工業 後藤　桜(３年・初段) 山本　祐子(３年・初段) 258(153)

16 石川県 小松工業 前多　航希(３年・初段) 中谷　淳(３年・初段) 257(154.5) 16 東京都 清瀬 松尾　和香(３年・初段) 中原　栞理(３年・初段) 258(152.5)

男子団体演武 女子団体演武
順位 都道府県 学校名 得点 順位 都道府県 学校名 得点

選手名 選手名

小田　翔(２年・三段) 栗田　楓(３年・二段)

川村　侑平(３年・二段) 伊藤　すみれ(２年・二段)
江頭　輝平(３年・初段) 新井　智咲(３年・二段)

北原　俊(３年・初段) 高橋　希実(３年・三段)
穴井　達大(３年・三段) 森本　美七海(３年・三段)
城澤　大河(２年・二段) 立元　日香里(３年・三段)

出井　達也(３年・二段) 中野　なつみ(３年・三段)
大久保　来翼(３年・二段) 大槻　夏鈴(２年・二段)

谷　龍一(３年・三段) 森岡　澪音(３年・初段)

川﨑　空人(２年・三段) 遠藤　香真(３年・二段)
金子　佑哉(３年・三段) 児玉　栞(３年・三段)

1 都城工業 村社　光翼･馬籠　零士･瀨戸口　紫郎･藤本　麗暖･ 262.5(156) 1 富良野

選手名 選手名

宮崎県

9 広島城北 森本　大雅･藤原　啓太郎･目戸　晴登･中原　悠月･ 258.5(153.5) 9 清真学園

高橋　希実･田中　佑佳･野口　梨花･原田　佳苗･ 261.5(156)
村上　準哉･坂本　春吾･重里　海斗 濱崎　美紀･藤原　桃花･池村　知佳･大崎　つぐみ

4 一燈園 北畑　琉斗･近藤　豊嗣･雜賀　道･三谷　聡伸･ 261(156) 4 早稲田実業

3 府立泉北 櫻井　那悠･藤村　憲･杉本　寛太･正田　壮史･ 261(156) 3 府立泉北

5 桜林

12 都城 川﨑　空人･渋田　晃輝･前田　琉彗･平野　颯太･ 257(152.5) 12 萩商工

藤田　結･小柳　芹夏･吉村　由紀･大和　美咲･ 257(153.5)
渥美　雅大･池田　啓悟･田力　碧唯･西川　勇貴 舩本　美空･池田　友里･額田　莉緒･西村　日来

11 早稲田実業 宇田　樹･筒井　大翔･山宮　輝也･ 257.5(153.5) 11 塩釜

10 聖隷クリストファー 河合　翔哉･袴田　真奈渡･井口　竜一･稲村　魁人･ 258.5(152.5) 10 一条

山中　大輝(３年・三段) 喜田　悠月(２年・二段)
山口　輝(３年・初段) 小田　愛里(２年・二段)

加藤　日葉里･亀谷　未貴･亀山　佳奈･佐藤　明純･ 255.5(152)
長谷川　翔一･北隅　青空･藤井　陸 三島　愛香･谷代　千遥･青栁　裕里･箭内　遥

秋葉　萌･大竹　凜･齋藤　玲･吉原　早恵･ 257(153.5)
野村　洸太･門田　憲樹･北山　啓介･浴　星陽 佐々木　一華･河原　真未･石神　満理奈･押見　美佑

伊藤　華梨･三森　菜々香･木口　桃華･遠藤　直･ 261(157)
安田　壮翔･木村　柊太･近藤　保仁･西田　秀平 増山　朋華･新井　智咲･中村　美来･西村　彩

小川　愛理沙･森澤　日菜･小田　愛里･村上　冬音･ 262(157.5)
中山　晃希･増渕　真成斗･田中　辰空･菅原　潤 吉岡　彩月･垣本　柚香･中山　侑香･古久保　宇紅

中野　なつみ･小川　璃子･西村　有菜･塚田　望生･ 264(158.5)

髙橋　右京･水上　英信･米倉　大稀･天野　正輝･ 261(155)

桜井　君年(３年・三段) 増山　朋華(３年・三段)
藤村　憲(３年・初段) 江藤　心美(１年・初段)

加藤　涼太郎(３年・二段) 金川　未来(２年・三段)

廣底　龍聖･平原　千裕･中山　拳翔･久保田　健治 齋藤　美優･能登　陸空･細川　未夢･後藤　美羽

片多　七海･秋田　恭子･大澤　明莉･森　向日葵･

北海道

選手名 選手名

2 北海学園札幌 竹田　敦翔･安藤　龍･青沼　結生･佐藤　亮平･ 261.5(155.5) 2 神島

8 小松工業 前多　航希･中谷　淳･日光　駿太･土本　拓実･ 259(154) 8 市立福山

北海道

大阪府

京都府

千葉県

和歌山県

大阪府

東京都

5 志学館

川﨑　春陽･小玉　朋佳･尾谷　未來･渋田　陽向･ 258.5(155)
永戸　秀･寺本　陽祐･宮地　優祈･丹羽　柊呉 深港　麻夢･落合　絢香･中丸　真美･吉村　晴

7 川越東 神嵜　真季･舩戸　綜馬･篠宮　翼･菅井　悠汰･ 259(156) 7 姫路商業

6 中部大第一 馬場　陽旭･木村　優児･谷口　巧衛･森山　宙威･ 260(154.5) 6 都城愛知県

黒田　千尋･福井　千晶･中本　凛･喜多　あみる･ 258.5(155)
菅谷　愛斗･吉田　颯汰･柳　育臣･小川　龍之介 田中　夢真･松本　莉奈･尾島　捺美･中尾　彩華

宮崎県

259(156.5)
初芝　光貴･保科　柚貴･広瀬　遼･尾川　晴 作間　悠衣･三枝　芽衣･戸田　亜都菜･原　舞歌

埼玉県

石川県

広島県

静岡県

東京都

宮崎県

和泉　梨香子･金田　梨沙･土屋　璃歩南･井手之上　采･ 258.5(155)
岡野　蒼馬･南　颯馬･成宮　秀明･佐々木　颯 栗栖　世津子･三島　佳子･平田　梨紗･本田

亀屋　萌佳･亀屋　結佳･蒔田　愛美･三好　歩佳･ 255(152.5)
中西　敦･谷村　涼･橋口　匠･遠山　晴人 吉本　琴･白石　美海･石光　奈央

兵庫県

広島県

茨城県

奈良県

宮城県

山口県

千葉県


