
第24回　関東高等学校　少林寺拳法選抜大会　入賞一覧 （令和3年12月19日） 会場：ALSOKぐんま武道館

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 志学館 千葉 小林　洋介(4) 安藤　利玖(4) 260 1 川越東 埼玉 栗原　大輔(4) 257

2 川越東 埼玉 野口　雅晴(4) 長谷　鷹平(4) 259.5 2 志学館 千葉 棚倉　涼太(4) 253

3 川越東 埼玉 櫻井　公稀(4) 仲井　太一(4) 257.5 3 清瀬 東京 大石　志音(4) 251.5

4 国立 東京 佐々木　和志(5) 松香　宏征(5) 255.5 4 横芝敬愛 千葉 大木　虹野(5) 250.5

5 昭和 東京 假屋　章太郎(4) 佐藤　泰造(4) 255.5 5 和光国際 埼玉 山田　幸斗(4) 250.5

6 越ヶ谷 埼玉 大場　千渚(4) 後藤　慈温(4) 254.5 6 桜林 千葉 千脇　イサ(4) 250.5

7 共栄学園 東京 田口　海音(5) 谷田　眞聡(5) 252.5 7 共栄学園 東京 古川　颯斗(5) 248.5

8 桐蔭学園 神奈川 堀　優登(5) 高木　優作(5) 252.5 8 土浦湖北 茨城 岩﨑　直人(4) 247

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 清瀬 東京 與語　優那(4) 芝野　美羽(4) 258.5 1 清瀬 東京 冨田　美希(4) 259.5

2 桜林 千葉 内　桜花(4) 西首　アレクサンドラ(4) 256.5 2 和光国際 埼玉 盛下　歩乃花(4) 257.5

3 昭和 東京 武石　有莉沙(4) 細田　ひなの(4) 254 3 志学館 千葉 小平　栞莉(4) 256.5

4 和光国際 埼玉 堀田　実那(4) 品川　美紗樹(4) 254 4 昭和 東京 佐藤　澄佳(4) 256

5 成田国際 千葉 齋藤　可桜(5) 戸松　藍海(5) 252 5 越ヶ谷 埼玉 石川　茉優(4) 255.5

6 和光国際 埼玉 高林　亜衣(4) 井上　心(4) 252 6 和光国際 埼玉 角　祐美子(4) 255

7 昭和 東京 髙橋　愛実(4) 小俣　日伽(4) 251 7 清瀬 東京 佐藤　美純(4) 254.5 ⑩女子団体演武の部
8 志学館 千葉 安西　梨乃(4) 権守　彩波(4) 248 8 志学館 千葉 辻　そら(4) 250 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 安藤　琥斗輝(三) 鈴木　出海(三) 263.5 1 早稲田実業 東京 大塚　世翔(二) 262.5

2 城北学園 東京 市川　晴喜(三) 広川　弘揮(三) 261.5 2 川越東 埼玉 野﨑　篤彦(初) 259.5

3 志学館 千葉 石井　康介(初) 松本　旺太(初) 259.5 3 城北埼玉 埼玉 池田　隼都(1) 258.5

4 川越東 埼玉 梶谷　流星(二) 梶間　湊(初) 258 4 昭和 東京 関　駿吾(初) 258

5 城北学園 東京 新田　悠人(三) 渕側　克仁(初) 254.5 5 川越東 埼玉 佐藤　寿樹(初) 256.5

6 志学館 千葉 川名　一輝(三) 菅沼　洋平(二) 252.5 6 創価 東京 吉田　響希(二) 256

7 清瀬 東京 寺田　叡治(初) 小宮　尚貴(初) 251.5 7 千葉学芸 千葉 榎本　匡志(2) 255.5

8 川越東 埼玉 野田　雅也(初) 森　一真(初) 251.5 8 作新学院 栃木 田﨑　蓮太(二) 255.5

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 秋山　果凜(三) 千葉　真衣(初) 262.5 1 清瀬 東京 会田　美里(初) 264

2 桜林 千葉 三橋　美蕾(初) 小林　渚紗(二) 262.5 2 和光国際 埼玉 八木　希望(初) 262

3 小川 埼玉 穴澤　由紀乃(初) 東　優愛(初) 259 3 清瀬 東京 光田　修央(二) 262

4 清瀬 東京 中田　瀬里菜(初) 髙橋　万和(初) 258.5 4 創価 東京 満田　灯里(二) 261 総合（男子） 総合（女子）
5 富士見丘 東京 二之宮　巴菜(初) 落合　桃子(初) 258 5 志学館 千葉 石井　麗咲子(初) 260 順位 学校名 総合得点 順位 学校名 総合得点

6 作新学院 栃木 髙野　莉奈(二) 髙橋　大空(二) 257 6 樹徳 群馬 小田切　紗羅(二) 259 1 川越東 47 1 清瀬 49

7 早稲田実業 東京 石原　理彩(二) 萩原　藍(二) 255.5 7 和光国際 埼玉 宗則　光香(初) 258.5 2 志学館 37 2 和光国際 33

8 志学館 千葉 浅野　夢希(三) 中社　愛理(三) 254 8 土浦湖北 茨城 武澤　心(1) 258 3 桜林 21 3 志学館 30

選手名（資格） 選手名

1 志学館
川名　一輝・菅沼　洋平・石井　康介・松本　旺太・

263
前田　央楓・峯島　弘憲・松本　光希・大澤　承真

2 桜林
安藤　琥斗輝・鈴木　出海・倉田　章悟・栁澤　龍希・

263
八田　光聖飛・天野　佑哉・長岡　育夢・寺田　ヘンリー隼人

3 城北学園
新田　悠人・市川　晴喜・広川　弘揮・小西　勝紘・

262
渕側　克仁・楢原　丈馬・稲橋　泰樹・奧野　駿之介

選手名（資格）
6 桐生

天笠　陸・山形　将志・宮地　伶旺・寒梅　想眞・
250.5

杉戸　新・吉野　充紀・田邊　陽一郎・黒澤　未來

4 川越東
梶谷　流星・金子　歩睦・並木　拓海・梶間　湊・

259
森　一真・野田　雅也・笹田　一心・権瓶　希空

5 桐蔭学園
佐藤　由経・齋藤　達哉・中川　晴貴・小保田　佳佑・

254.5
藤本　俊太・水野　英士・齋藤　朋輝・小池　祥太朗

選手名（資格）

4 桜林
三橋　美蕾・片倉　結菜・小林　渚紗・内　桜花・

255.5
西首　アレクサンドラ・岡　芽生・坂本　美波

東京

埼玉

千葉

2 清瀬
瀨田　鈴・中田　瀬里菜・会田　美里・藤田　菜々美・

260
光田　修央・與語　優那・芝野　美羽・大塚　さゆり

3 和光国際
安野　結空・原島　志帆・八木　希望・宗則　光香・

260
渡辺　ありさ・下山　葉月・岸本　侑花

選手名（資格）

8 桐生
斉藤　凜々子・和田　一華・吉岡　千晶・吉岡　千賀・

5 早稲田実業
石原　理彩・萩原　藍・栁川　弥里・熊谷　奈桜・

253.5
内山　実咲・西　夢叶・関沢　理子・井沢　庵

6 土浦第二
中谷　忍・舟橋　菜々美・相澤　桃子・市毛　和花・

253.5
菱田　唯歩・富田　結子・渡邉　遥香・佐藤　優紀

246.5
杉山　能得・松本　銀太・澤野　海星・伊佐　未来翔

248
安孫子　楓・五十嵐　凜・筑井　美唯子・日下　鈴葉

7
東京都市
大学付属

安芸　航良・北村　遥祐・深尾　和希・川嶋　真喜人・
248.5

森　隆晃・田村　爾音・北野　倫大・古川　修之介

8 いずみ
脇坂　宙弥・佐藤　利樹・深谷　碧人・大場　歩・

7 桐蔭学園
山口  葵子・小林  沙葉・小原  未有・

249
高橋  菜々帆・秋元晴・五十木　理乃

選手名

1 志学館
秋山　果凜・千葉　真衣・森　花菜・天神　麻奈美・

265
浅野　夢希・中社　愛理・橋本　莉寧・川名　真菜美

千葉

東京

埼玉

東京

茨城

神奈川

群馬

千葉

千葉

東京

埼玉

神奈川

群馬


