
平成３０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 

（２０１８年８月３日～８月５日 西尾市総合体育館） 

 

男子単独演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 兵庫県 報徳学園 合田 仁一郎(3年・三段) 

2 大阪府 大阪産業大学付属 小田 翔(1年・二段) 

3 和歌山県 粉河 向井 心(3年・三段) 

4 千葉県 成田国際 小川 晃汰(3年・初段) 

5 北海道 札幌国際情報 城澤 大河(1年・二段) 

6 大阪府 岸和田 重里 大樹(3年・二段) 

 

女子単独演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 北海道 札幌北陵 大槻 夏鈴(1年・二段) 

2 大阪府 大阪産業大学付属 籾 美吹(3年・三段) 

3 新潟県 新津南 栗田 楓(2年・二段) 

4 福岡県 福岡雙葉 桝田 美音(3年・二段) 

5 大阪府 アナン学園 三笠七海(1年・二段) 

6 兵庫県 姫路西 金川 未来(1年・二段) 

 

 



 

男子組演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 千葉県 桜林 松田 大毅(3年・三段)              安藤 龍斗(3年・三段) 

2 和歌山県 神島 尾崎 奨馬(3年・二段)              小西 翔太(3年・三段) 

3 北海道 富良野 塚田 康生(3年・三段)              土田 龍(3年・三段) 

4 香川県 坂出商業 大西 千匡(3年・三段)              谷 龍一(2年・二段) 

5 宮崎県 都城工業 安藤 恭太(3年・三段)              村社 光翼(2年・三段) 

6 北海道 札幌国際情報 尻江 信悟(3年・三段)              坂口 楓馬(3年・二段) 

 

女子組演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 千葉県 桜林 今村 知絵(3年・初段)              髙梨 凌蘭(3年・初段) 

2 兵庫県 相生産業 奥澤 知香(3年・三段)              名定 和称(3年・三段) 

3 千葉県 志学館 柏井 美貴子(3年・三段)             関根 未歩(3年・三段) 

4 大阪府 大阪 帆足 愛歌(2年・二段)              松永 海央(2年・二段) 

5 兵庫県 姫路商業 金澤 美希(3年・三段)              三輪 桜子(3年・初段) 

6 和歌山県 神島 岩﨑 香乃(3年・初段)              小川 愛理沙(2年・二段) 

 

 

 



 

男子団体演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 千葉県 桜林 松田 大毅･安藤 龍斗･髙橋 右京･水上 英信･米倉 大稀･天野 正輝･小林 眞那斗･中山 慶亮 

2 愛知県 中部大学第一 菅 嘉孝･谷口 巧衛･森山 宙威･馬場 陽旭･木村 優児･永戸 秀･寺本 陽祐･長江 恒希 

3 宮崎県 都城工業 安藤 恭太･野中 一樹･村社 光翼･藤本 麗暖･廣底 龍聖･馬籠 零士･平原 千裕･瀨戸口 紫郞 

4 京都府 一燈園 北畑 琉斗･三谷 聡伸･雜賀 道･近藤 豊嗣･中村 光輝･邊 悠太･安田 壮翔 

5 大阪府 大阪産業大学付属 池田 恒吉･稲田 瑳介･梶 弘樹･勝野 圭一郎･木村 倫太郎･西口 侑吾･片桐 大貴･堀田 彬文 

6 埼玉県 川越東 川村 優太･神嵜 真季･水川 光･舩戸 綜馬･篠宮 翼･菅井 悠汰･吉田 颯汰･菅谷 愛斗 

 

女子団体演武 

順位 都道府県 学校名 氏   名 

1 兵庫県 姫路商業 金澤 美希･園田 未果･竹内 寧々･三輪 桜子･宮下 和実･森本 汐音･黒田 千尋･中本 凜 

2 広島県 市立福山 下江 優維･岡﨑 萌･北野 李桜･谷野 千恵･和泉 梨香子･金田 梨沙･土屋 璃歩南･三島 佳子 

3 千葉県 志学館 野田 楽歩･笠間 由真･柏井 美貴子･関根 未歩･江口 未来･鈴木 優華･片多 七海･秋田 恭子 

4 北海道 富良野 城 実･中野 なつみ･小川 璃子･西村 有菜･齋藤 美優･塚田 望生･能登 陸空･細川 未夢 

5 東京都 清瀬 今井 里歩･粕谷 快里･岡 華奈衣･青木 睦･田中 紗綾･桑迫 智早･松尾 和香･中原 栞理 

6 大阪府 泉北 吉田 瑞穂･馬場 智菜･北村 瑞妃･森 琉華･田中 ひなの･田中 月菜･高橋 希実 

 


