
第25回　東京都高等学校　少林寺拳法新人大会　結果一覧 （令和4年11月6日） 会場：砂川高校

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 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点 順位 所属 得点

1 早稲田実業 山田　周太(4) 山野　修史(4) 255 1 清瀬 澤野　なつき(4) 262

2 国立 眞崎　裕一郎(5) 森本　啓介(5) 251 2 清瀬 名取　督高(4) 251

3 城北 勝原　響(4) 古田　瑛太郎(4) 250 3 早稲田実業 江尻　侑司(4) 250

4 共栄学園 栃本　恭宏(5) 249

5 錦城学園 植村　隼哉(5) 243

②女子規定組演武の部 6 城西 岩脇　雄大(6) 243

順位 所属 得点

1 清瀬 渡邉　美空(4) 青木　菜都芽(4) 258 ⑥女子規定単独演武の部
2 清瀬 佐藤　由凛(4) 平　未緒(4) 258 順位 所属 選手名（資格） 得点

3 国立 小林　千紘 村上　伶奈(5) 252 1 清瀬 藤原　由佳(4) 258

4 清瀬 髙田　芙実(4) 宮崎　心雪(5) 251 2 砂川 眞弓　夢花(4) 255 ⑩女子団体演武の部
5 国立 相田　笑芙(5) 寺沢　志穂(5) 247 3 国立 上杉　優希(5) 247 順位 所属 得点

6 日大二 池野　結花(5) 村上　由衣(5) 247 4 共栄学園 小島　ちいな(5) 246

5 国立 佐藤　凪紗(5) 245

6 国立 冨永　暁(5) 245

③男子自由組演武の部
順位 所属 得点 ⑦男子自由単独演武の部

1 城北 楢原　丈馬(三) 渕側　克仁(二) 259 順位 所属 選手名（資格） 得点

2 城北 山田　東曉(三) 廣岡　理仁(二) 256 1 砂川 長岡　力哉(二) 261

3 城北 原田　岳(二) 川村　健大(二) 255 2 清瀬 遠藤　恵大(二) 259

4 城北 奥野　駿之介(三) 東　佑樹(二) 255 3 清瀬 大石　志音(初) 258

5 東京都市大付 波田　侑人(二) 坂本　駿介(二) 255 4 城北 新井　信吾(三) 257

6 共栄学園 佐藤　俊介(初) 眞木　一(初) 253 5 芝 塩谷　知洋(二) 255 総合（男子）
6 城北 柳世　賢吾(二) 254 順位 学校名 総合得点

1 城北 49

④女子自由組演武の部 ⑧女子自由単独演武の部 2 清瀬 32

順位 所属 得点 順位 所属 選手名（資格） 得点 3 早稲田実業 24

1 早稲田実業 藤井　美羽(初) 熊谷　奈桜(二) 257 1 創価 満田　灯里(三) 260

2 清瀬 與語　優那(初) 芝野　美羽(初) 257 2 清瀬 冨田　美希(初) 258

3 昭和 細田　ひなの(初) 武石　有莉沙(初) 256 3 清瀬 佐藤　美純(初) 257 総合（女子）
4 昭和 髙橋　愛美(初) 小俣　日伽(初) 255 4 清瀬 光田　修央(二) 257 順位 学校名 総合得点

5 早稲田実業 若林　春佳(初) 日下　彩叶子(初) 255 5 富士見丘 海沼　酉希(二) 255 1 清瀬 68

6 早稲田実業 井沢　庵(1) 西　夢叶(1) 251 6 早稲田実業 内山　実咲(1) 253 2 早稲田実業 22

3 国立 17

選手名（資格）

選手名（資格）

4 日大二
池野　結花･村上　由衣･小林　真子･

241
松本　一花･土屋　真紘･武藤　桜

2 早稲田実業
若村　春佳･日下　彩叶子･藤井　美羽･熊谷　奈桜･

256
井沢　庵･西　夢叶･関沢　理子･遠藤　碧

3 富士見丘
流川　未久･河野　彩名･山野井　美桜･佐藤　千鶴･

245
山田　有納･宇井　碧･海沼　酉希･井上　晴菜乃

選手名

1 清瀬
光田　修央･與語　優那･芝野　美羽･佐藤　美純･

261
佐藤　由凛･藤原　由佳･冨田　美希･青木　菜都芽

選手名（資格）

2 早稲田実業
横山　翼･徐　東星･小島　由也･

258
江尻　侑司･山田　周太･山野　修史

3 東京都市大付-B
横尾　周平･越智　悠晴･波田　侑人･坂本　駿介･

252
梶原　琥珀･肖　源遜･川合　琉太･大山　侑介

4 芝
塩谷　知洋･栗原　煌士郎･鈴木　温人･

250
齋藤　大･笠原　隆祐･酒井　俊太郎

263
荒井　信吾･東　佑樹･渕側　克仁･奧野　駿之介

選手名（資格） 選手名

1 城北
楢原　丈馬･横山　俊介･山田　東曉･廣岡　理仁･


