
第22回　関東高等学校　少林寺拳法選抜大会　入賞一覧 （令和元年12月） 会場：茨城県武道館

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 小川 埼玉 杉田　涼斗(4) 中後　凱斗(4) 257 1 川越東 埼玉 栁　育臣(4) 262

2 川越東 埼玉 近江　謙信(4) 小川　龍之介(4) 256 2 川越東 埼玉 久世　悠太(4) 260

3 志学館 千葉 藤田　珠安(4) 石井　彩渡(4) 255 3 小川 埼玉 新家谷　優(4) 257

4 早稲田実業 東京 福島　綾哉(5) 長塚　綾真(5) 254 4 清瀬 東京 門倉　羽音(4) 257

5 川越東 埼玉 五十幡　直哉(4) 中島　爽(4) 253 5 早稲田実業 東京 原　綜侑(6) 253

6 清瀬 東京 片野　慶(4) 三神　亮太(4) 251 6 海老名 神奈川 吉村　直紀(5) 252

7 成田国際 千葉 加瀬　貴裕(4) 刈米　琉瑛(4) 250 7 有馬 神奈川 宮﨑　隼(5) 251

8 国立 東京 浜　志孔(5) 吉成　大和(5) 248 8 桜林 千葉 近藤　龍騎(4) 251

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 桜林 千葉 赤海　文望(4) 八本　萌々子(4) 257 1 和光国際 埼玉 蒦手　小雪(4) 262

2 清瀬 東京 小髙　詩葉(4) 太田　智美(4) 256 2 土浦湖北 茨城 小倉　夏実(4) 260

3 国立 東京 大平　英奈(5) 田中　みなみ(5) 255 3 土浦湖北 茨城 高橋　優菜(4) 258

4 小川 埼玉 栗島　意(4) 嶋田　佳凜(4) 254 4 成田国際 千葉 古川　千紘(4) 258

5 志学館 千葉 桐谷　光季(4) 上谷　知夢(4) 253 5 桜丘 東京 飯塚　爽月(5) 258

6 成田国際 千葉 坂入　舞弥(4) 原田　祐梨(4) 252 6 小川 埼玉 比嘉　琉音(4) 255

7 作新学院 栃木 月橋　早桜(5) 手塚　陽菜(5) 252 7 国立 東京 馬橋　里菜(5) 255 ⑩女子団体演武の部
8 和光国際 埼玉 平田　彩咲(4) 青山　華子(4) 252 8 作新学院 栃木 新田　莉緒(5) 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 桐蔭学園 神奈川 川浪　直仁(三) 中田　裕介(三) 262 1 志学館 千葉 恒成　遥陽(初) 259

2 桜林 千葉 天野　正輝(三) 初芝　光貴(二) 257 2 越ヶ谷 埼玉 藤原　沙玖弥(二) 258

3 川越東 埼玉 菅谷　愛斗(初) 吉田　颯汰(初) 257 3 つくば秀英 茨城 中泉　蓮(二) 258

4 小川 埼玉 関本　圭悟(初) 古川　啓志(初) 257 4 志学館 千葉 風間　向陽(三) 257

5 城北 東京 松尾　周(三) 植村　信太郎(三) 255 5 川越東 埼玉 松本　大智(二) 257

6 小川 埼玉 浅見　涼(初) 浅見　俊輔(初) 253 6 太田東 群馬 岡田　光矢(1) 255

7 志学館 千葉 千崎　颯馬(初) 伊藤　颯馬(初) 252 7 清瀬 東京 加藤　優和(初) 255

8 桐蔭学園 神奈川 更科　旭保(初) 大澤　凜太郎(初) 251 8 聖光学院 神奈川 大原　周悟(二) 254

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 志学館 千葉 三枝　芽衣(三) 作間　悠衣(三) 260 1 越ヶ谷 埼玉 富田　里佳(初) 261

2 清瀬 東京 門田　遥(初) 石原　明寿香(初) 260 2 和光国際 埼玉 鈴木　菜穂(初) 256

3 成田国際 千葉 加島　莉桜(初) 伊藤　和奏(初) 258 3 桜林 千葉 芦田　海遥(三) 256

4 清瀬 東京 杉田　友華(初) 浅井　まゆ(初) 257 4 海老名 神奈川 中山　萌乃(初) 254 総合優勝
5 桐蔭学園 神奈川 髙濵　さらさ(三) 吉澤　志穂(三) 257 5 砂川 東京 荒井　白雲香(二) 254

6 越ヶ谷 埼玉 藤原　菜月(初) 村田　結衣(初) 257 6 桐蔭学園 神奈川 安田　美紅(三) 254 男子

7 清真学園 茨城 𠮷原　早恵(初) 齋藤　玲(初) 255 7 昭和 東京 実川　樹(初) 253 女子

8 土浦第二 茨城 青山　琴郁(初) 笹目　実咲(初) 253 8 桜林 千葉 岡村　春香(二) 253

東京都

250
鰭崎　七海人･後藤　脩斗･日高　倫

253
野崎　真央･新沼　日和･石井　朋佳･右田　彩華

学校名（都道府県）

川越東（埼玉県）

清瀬（東京都）

東京都

神奈川県

千葉県

茨城県

埼玉県

神奈川県

7 城北学園
松尾　周･植村　信太郎･大河内　啓･大房　真･

253
須賀　英徳･安田　太一･岩崎　壮馬･水書　渉

8 聖光学院
大原　周悟･中村　真斗･大塚　航･

7 越ヶ谷
谷口　愛実･富田　里佳･岩上　明里･

253
佐竹　和･篠崎　莉央･和田　ゆりあ

選手名

1 清瀬
杉田　友華･浅井　まゆ･門田　遥･石原　明寿香･

258
小髙　詩葉･太田　智美･小島　美羽

東京都

選手名（資格）

8 有馬
前田　ほのか･兼平　桜良･加藤　璃子･打田　里奈･

5 志学館
三枝　芽衣･作間　悠衣･柴田　倫佳･安藤　妃菜･

256
市川　遊･鎌田　咲来･原　舞歌

6 清真学園
𠮷原　早恵･佐々木　一華･齋藤　玲･河原　真未･

254
押見　美佑･笹本　千晶･熊倉　実咲･古川　真菜

選手名（資格）

4 早稲田実業
粕谷　翠波･中島　玲佳･池田　弥来･川上　桜子･

256
福田　莉子･久保田　羽菜･齋藤　美佳･前田　彩香

千葉県

埼玉県

東京都

2 成田国際
加島　莉桜･髙橋　由衣･石井　陽･山﨑　朝日･

257
伊藤　和奏･坂入　舞弥･古川　千紘･原田　祐梨

3 和光国際
倉根　ひかる･鈴木　優希･城戸　香澄･鈴木　菜穂･

257
清水　万悠子･天谷　凪々･新井　陽凪･渡辺　莉名

3 小川
浅見　涼･浅見　俊輔･関本　圭悟･古川　啓志･

258
成田　祥甫･細田　啓仁･高荷　新太･田島　玲央

選手名（資格）
6 清瀬

山田　雄大･林　正浩･加藤　優和･
254

門倉　羽音･片野　慶･三神　亮太

4 桜林
天野　正輝･尾川　晴･初芝　光貴･小林　伽唯吏･

257
広瀬　遼･長坂　將希･天野　瑛斗･近藤　龍騎

5 桐蔭学園
川浪　直仁･中田　裕介･更科　旭保･小見山　優輝･

256
平澤　亮･松本　昌大･伊藤　雄太･大澤　凜太郎

埼玉県

千葉県

神奈川県

選手名（資格） 選手名

1 川越東
松本　大智･野際　裕介･菅谷　愛斗･吉田　颯汰･

260
栁　育臣･五十幡　直哉･伊藤　大晟･中島　爽

2 志学館
風間　向陽･恒成　遥陽･木村　瑠太･真板　駿･

260
伊藤　颯馬･千崎　颯馬･地曵　陸矢･岩田　祥

埼玉県

千葉県


