
第５２回 関東高等学校少林寺拳法大会 結果一覧 （令和３年６月１２日・１３日） 会場 ： 栃木県 県北体育館

男子組演武の部 女子組演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 得点

1 桜林 鈴木　出海 (二) 安藤　琥斗輝 (二) 262 1 清瀬 松本　詩葉 (初) 太田　智美 (初) 259

2 早稲田実業 大塚　世翔 (二) 福島　綾哉 (初) 260 2 桜林 八本　萌々子 (初) 赤海　文望 (初) 257.5

3 志学館 真板　駿 (三) 川名　一輝 (二) 260 3 早稲田実業 久保田　羽菜 (三) 池田　弥来 (三) 257.5

4 桜林 初芝　光貴 (三) 小林　伽唯吏 (三) 260 4 志学館 安田　好 (初) 上谷　知夢 (初) 257

5 城北 高橋　佑 (三) 市川　晴喜 (二) 260 5 志学館 秋山　果凜 (二) 千葉　真衣 (3) 255.5

6 桜林 長坂　將希 (三) 天野　瑛斗 (三) 260 6 桜林 内山　美風 (初) 岡村　春香 (三) 254.5

7 小川 秋山　大地 (初) 磯崎　翔 (初) 259 7 成田国際 古川　千紘 (初) 坂入　舞弥 (初) 254.5

8 川越東 五十幡　直哉 (初) 中島　爽 (初) 258 8 作新学院 新田　莉緒 (初) 髙橋　大空 (二) 254.5

男子単独演武の部 女子単独演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 得点

1 川越東 263 1 土浦湖北 262

2 桜林 262 2 和光国際 260.5

3 川越東 261.5 3 土浦湖北 259.5

4 清瀬 261.5 4 和光国際 259

5 川越東 259.5 5 和光国際 258

6 城北 259 6 創価 257.5

7 志学館 256.5 7 志学館 257.5

8 海老名 256 8 成田国際 256

男子団体演武の部 女子団体演武の部
順位 所属 得点 順位 所属 得点

総合（男子） 総合（女子）
学　校 学　校

桜 林 和光国際

選手名 （資格） 選手名 （資格）

選手名 （資格） 選手名 （資格）

松本　大智 (三) 小倉　夏実 (初)

野﨑　篤彦 (3) 齋藤　杏実 (初)

稲橋　泰樹 (二) 満田　灯里 (二)

松本　旺太 (3) 桐谷　光季 (初)

近藤　龍騎 (初) 八木　希望 (3)

栁　育臣 (初) 高橋　優菜 (初)

門倉　羽音 (初) 石田　遥菜 (初)

吉村　直紀 (初) 大崎　菜々子 (3)

選手名 選手名

1 桜林
初芝　光貴・小林　伽唯吏・長坂　將希・天野　瑛斗

260.5 1 桜林
八本　萌々子・赤海　文望・内山　美風・岡村　春香

261.5
・鈴木　出海・安藤　琥斗輝・広瀬　遼・倉田　章悟 ・高玉　さくら・三橋　美蕾・片倉　結菜・小林　渚紗

2 城北高校
高橋　佑・新田　悠人・市川　晴喜・稲橋　泰樹

259 2 志学館
安藤　妃菜・安田　好・上谷　知夢・桐谷　光季

260.5
・広川　弘揮・小西　勝紘・村上　友哉・楢原　丈馬 ・秋山　果凜・森　花菜・浅野　夢希・中社　愛理

3 川越東
松本　大智・栁　育臣・五十幡　直哉・中島　爽

259 3 和光国際
米本　あかり・高谷　真希・蒦手　小雪・平田　彩咲

260
・近江　謙信・伊藤　大晟・野際　裕介・小川　龍之介 ・青山　華子・佐藤　花菜・齋藤　杏実・石田　遥菜

4 小川高校
中後　凱斗・杉田　涼斗・加藤　壮我・秋山　大地

257 4 清瀬
松本　詩葉・太田　智美・小島　美羽・瀬田　鈴

260
・磯崎　翔・鈴木　隼知・新家谷　優・谷島　那音 ・藤田　菜々美・会田　美里・高橋　万和・中田　瀬里菜

5 早稲田実業
大塚　世翔・堀　祐人・福島　綾哉・横山　翼

256.5 5 早稲田実業
久保田　羽菜・池田　弥来・石原　理彩・萩原　藍

258.5
・南　咲太・原　綜侑・宮崎　淳・長塚　綾真 ・高松　莉良・小林　京香・熊谷　奈桜

6 志学館
真板　駿・川名　一輝・松本　光希・藤田　珠安

256 6 成田国際
原田　祐梨・坂入　舞弥・古川　千紘・大崎　菜々子

256.5
・石井　康介・松本　旺太・山里　航世・岩田　祥 ・髙野　水瑳・満仲　夏海・北山　千紗

7 桐生
天笠　陸・西台　太陽・山下　凌空・長谷川　功

252 7 土浦第二

安武　那美・高橋　愛里彩・篠塚　舞乃・石神　遙華
252

・藤本　俊太・中川　晴貴・小保田　佳佑 ・前島　京佳・髙瀬　菜誉・金野　由愛・黒岩　千恵

瀧ヶ﨑　萌子・荻沼　優衣・中谷　忍・櫻庭　詩月
253.5

・根岸　日向・宮地　伶旺・山形　将志・寒梅　想眞 ・福﨑　宇天奈・菱田　唯歩・市毛　和花・相澤　桃子

8 桐蔭学園
佐藤　由経・齋藤　達哉・水野　英士

251.5 8 清真学園


