
一般男子マスターズＡの部 一般男子マスターズＢの部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 岩手県 松浦　俊也(六段) 千葉　和仁(四段) 最優秀 熊本県 外川　誠一(八段) 竹下　昌史(五段)

優　秀 奈良県 河原　章二(七段) 木村　龍太郎(六段) 優　秀 千葉県 辻　新滋(七段) 赤松　昭宏(四段)

優　良 愛知県 伊藤　作次(五段) 向井　義和(五段) 優　良 東京都 島澤　良次(七段) 伊藤　宏治(七段)

敢闘賞 大阪府 門谷　政智(四段) 酒井　信人(五段) 敢闘賞 埼玉県 加治　隆(五段) 佐藤　勝己(六段)

敢闘賞 和歌山県 児玉　智(四段) 上野　章(三段) 敢闘賞 岩手県 小岩　裕基(五段) 木村　豊(五段)

敢闘賞 長崎県 酒井　仙次(五段) 御厨　文子(五段) 敢闘賞 全日本実業団 石原　吉洋(六段) 坂本　卓己(五段)

一般女子マスターズの部 一般男子五段以上の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 愛知県 牧村　万紀子(五段) 杉浦　由紀(二段) 最優秀 香川県 松本　圭司(五段) 浦田　堅人(五段)

優　秀 大阪府 井上　理栄子(三段) 吉野　有紀(五段) 優　秀 兵庫県 松田　潤(五段) 中本　悟史(四段)

優　良 東京都 吉井　朋子(四段) 浅川　真弓(四段) 優　良 大阪府 大崎　剛(五段) 槌谷　文也(五段)

敢闘賞 福岡県 野田　めぐみ(四段) 柴田　理加子(四段) 敢闘賞 福岡県 山本　学(五段) 尾西　正嗣(四段)

敢闘賞 京都府 山脇　裕子(五段) 西村　理美(初段) 敢闘賞 奈良県 藤井　孝清(五段) 成瀬　有紀(四段)

敢闘賞 大阪府 林　美佳(四段) 仁科　明美(3級) 敢闘賞 京都府 辻村　吉隆(四段) 大野　竜弥(五段)

一般男子三段、四段の部 一般男子初段、二段の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 大阪府 船戸　弘哉(四段) 冨田　勇人(四段) 最優秀 宮城県 田村　誓也(二段) 桜井　君年(二段)

優　秀 香川県 大西　彪雅(三段) 山田　葵(三段) 優　秀 東京都 松林　昂希(二段) 正村　武蔵(二段)

優　良 全日本実業団 中村　孔明(四段) 中村　康仁(四段) 優　良 大阪府 桂木　周平(二段) 武輪　涼(初段)

敢闘賞 東京都 堀井　颯馬(四段) 小西　遼(四段) 敢闘賞 福岡県 遠藤　薫(二段) 池田　雄将(二段)

敢闘賞 和歌山県 小西　悠介(三段) 小西　翔太(三段) 敢闘賞 神奈川県 福田　広隆(二段) 小林　壮志(初段)

敢闘賞 京都府 井上　陸(四段) 森川　慈仁(四段) 敢闘賞 大阪府 中谷　友哉(二段) 佐藤　晴建(初段)

一般女子三段以上の部 一般女子初段、二段の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 東京都 山本　望(三段) 高橋　明日香(四段) 最優秀 大阪府 久郷　真鈴(二段) 車井　楓佳(二段)

優　秀 奈良県 森井　愛美子(四段) 河原　やよい(三段) 優　秀 和歌山県 廣田　陽美(二段) 福田　雛(二段)

優　良 東京都 小澤　里菜(四段) 高橋　育恵(四段) 優　良 新潟県 高橋　惟沙樹(二段) 高橋　優奈(初段)

敢闘賞 香川県 大西　美咲(三段) 山田　紫園(三段) 敢闘賞 福岡県 藤　詩絵里(二段) 秋山　奈緒(初段)

敢闘賞 熊本県 石橋　由貴(五段) 白石　ももこ(四段) 敢闘賞 福岡県 梶原　夏美(二段) 下田　真弓(初段)

敢闘賞 愛知県 柘植　香織(三段) 星田　彩乃(三段) 敢闘賞 埼玉県 田村　香(二段) 新井　綾乃(二段)

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名
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拳士名 拳士名

拳士名 拳士名



女子護身技法の部 大学生男子の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 群馬県 樋口　麻緒(四段) 平田　昂大(三段) 最優秀 大阪府 北川　樹(三段) 笹川　理菜(三段)

優　秀 宮城県 千葉　周平(四段) 三膳　未咲貴(三段) 優　秀 東京都 惠中　崇敬(三段) 青木　賢祥(三段)

優　良 愛知県 宮下　将也(三段) 川畑　依子(二段) 優　良 東京都 福村　真(三段) 上原　茉莉奈(三段)

敢闘賞 兵庫県 奥谷　宜晃(四段) 溝田　春香(四段) 敢闘賞 全日本学生 松下　仁(二段) 本間　三晴(三段)

敢闘賞 奈良県 泊　明日香(四段) 竹島　昌寿(四段) 敢闘賞 宮城県 小島　諒也(二段) 小松　丈流(二段)

敢闘賞 香川県 大森　茜(三段) 宮内　唯成(三段) 敢闘賞 大阪府 川内　雄斗(四段) 植松　弘貴(三段)

大学生女子の部 高校生男子の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 京都府 稲垣　江梨花(三段) 橋本　実咲(二段) 最優秀 大阪府 小田　翔(二段) 籾　美吹(三段)

優　秀 大阪府 山本　瀬菜(三段) 国賀　稚七(初段) 優　秀 全国高校 安藤　龍斗(三段) 松田　大毅(三段)

優　良 全日本学生 谷口　藍梨(三段) 田中　綾(三段) 優　良 香川県 大西　千匡(三段) 谷　龍一(二段)

敢闘賞 愛知県 安井　愛恵(三段) 中島　霞(三段) 敢闘賞 京都府 北畑　琉斗(二段) 三谷　聡伸(二段)

敢闘賞 京都府 北村　真彩(三段) 二木　遥香(三段) 敢闘賞 大阪府 重里　大樹(二段) 重里　海斗(初段)

敢闘賞 東京都 幾川　柚香(三段) 加来　穂夏(三段) 敢闘賞 北海道 城澤　大河(二段) 大久保　柊弥(二段)

高校生女子の部 中学生男子の部
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 兵庫県 金澤　美希(三段) 金川　未来(二段) 最優秀 石川県 日光　駿太(二段) 土本　拓実(二段)

優　秀 大阪府 帆足　愛歌(二段) 松永　海央(二段) 優　秀 大阪府 仁科　天太(初段) 鍬田　由典(初段)

優　良 千葉県 広瀬　美佑(三段) 今村　知絵(初段) 優　良 大阪府 沢良木　駿介(初段) 沢良木　優介(初段)

敢闘賞 北海道 塚田　望生(二段) 斉藤　美優(二段) 敢闘賞 全国中学校 高山　純弥(4級) 安藤　和志(4級)

敢闘賞 全国高校 奥澤　知香(三段) 名定　和称(三段) 敢闘賞 福岡県 杉山　奏太(初段) 山口　遼弥(初段)

敢闘賞 京都府 岡田　凜(二段) 小南　雪乃(二段) 敢闘賞 大阪府 レツウン　チィ(初段) 奥田　紘希(初段)

中学生女子の部 小学生の部Ａ
区分 所属連盟 区分 所属連盟

最優秀 大阪府 越智　桃歌(初段) 霜田　華(2級) 最優秀 愛知県 船橋　一矢(1級) 齋藤　旭(1級)

優　秀 愛知県 平野　光稀(初段) 三浦　愛美莉(初段) 優　秀 愛知県 大橋　燈和(1級) 篠田　大煌(1級)

優　良 大阪府 山口　楓翔(初段) 越智　さくら(3級) 優　良 滋賀県 梶川　直輝(2級) 石倉　弘都(3級)

敢闘賞 愛知県 江藤　心美(初段) 杉本　真優(2級) 敢闘賞 大阪府 杉浦　琉人(初段) 宮里　百奏(3級)

敢闘賞 北海道 武田　美咲(初段) 葛西　穂乃(初段) 敢闘賞 大阪府 一階　彬良(3級) 合田　悠吾(3級)

敢闘賞 三重県 服部　真宝(初段) 中住　真夕(1級) 敢闘賞 兵庫県 松村　翔生(初段) 松村　太陽(1級)

拳士名 拳士名

拳士名 拳士名
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２０１８年　１０月２８日  
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一般団体の部
区分 所属連盟 所属

最優秀 香川県 坂出専修道院拳友会・香川大学

優　秀 東京都 八王子西道院拳友会
優　良 大阪府 大阪摂津和道院拳友会
敢闘賞 福岡県 福岡夜須道院拳友会
敢闘賞 大阪府 豊島西道院拳友会
敢闘賞 奈良県 大和郡山南道院

大学生団体の部
区分 所属連盟 所属

最優秀 全日本学生 明治大学
優　秀 全日本学生 早稲田大学
優　良 大阪府 追手門学院大学
敢闘賞 大阪府 関西外国語大学
敢闘賞 東京都 駒澤大学
敢闘賞 京都府 同志社大学

高校生団体の部
区分 所属連盟 所属

最優秀 京都府 一燈園中学・高校
優　秀 全国高校 都立清瀬高校
優　良 千葉県 桜林高校
敢闘賞 北海道 富良野光明寺道院拳友会
敢闘賞 兵庫県 姫路商業高校
敢闘賞 東京都 早稲田実業

中学生団体の部
区分 所属連盟 所属

最優秀 石川県 石川根上スポーツ少年団
優　秀 和歌山県 南部スポーツ少年団
優　良 福岡県 福岡夜須スポーツ少年団
敢闘賞 兵庫県 賢明女子学院
敢闘賞 北海道 石狩緑苑台スポーツ少年団

敢闘賞 全国中学校 城北学園

津田　真理･小泉　ひかる･中尾　早希･長尾　姫奈･花里　美奈･大西　華生･佐々木　ひかり

末廣　一刀･工藤　優馬･奥村　尚之･山本　晴斗･大西　凌真･柴田　準晟･笠井　絆愛･古舘　百愛

高橋　佑･伊東　樹希･設楽　斗孝･安高　雄斗･市川　晴喜･新田　悠人･広川　弘揮･小西　勝紘

新井　智咲･遠藤　直･西村　彩･伊藤　華梨･増山　朋華･三森　菜々香･内田　真衣子･中村　美来

拳士名

日光　駿太･土本　拓実･伊藤　大地･上口　大和･村井　渉悟･中野　陽太･谷崎　日向汰･山出　悦史

大山　葵･南部　琴子･小西　杏奈･大川　菜々未･大江　里佳･尾原　玲菜

杉山　奏太･山口　遼弥･田中　昇太･大楠　駿吉･黒田　燎央･國部　莉功

北畑　琉斗･三谷　聡伸･雜賀　道･近藤　豊嗣･中村　光輝･邊　悠太･築地　雅楽

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

松田　大毅･安藤　龍斗･高橋　右京･水上　英信･米倉　大稀･天野　正輝･今村　知絵･広瀬　美佑

土田　龍･中野　なつみ･塚田　望生･斉藤　美優･小川　璃子･西村　有菜･能登　陸空･細川　未夢

金澤　美希･宮下　和実･三輪　桜子･森本　汐音･黒田　千尋･中本　凜･園田　未果･竹内　寧々

拳士名

北川　樹･古家　寛之･竹井　祐二･中島　晟･築地　飛武･笹川　理菜･山本　瀬菜･越智　祐弥

松田　章太郎･藤田　春奈･及川　幹太･齊藤　遼大･西村　陽和･岩見　凌･清水　勇里･石田　叶恵･田中　晋太郎･宮本　尚弥

二木　遥香･北村　真彩･梶　花織･船岡　晴花･稲垣　江梨花･橋本　実咲･景山　真衣･山本　奈七･羽賀　法子･三浦　友瑞

川内　雄斗･大城　浩司･三久　慎二･植松　弘貴･小林　明史･本間　三晴･稲田　恒之介･松下　仁･大森　光成

拳士名

金親　優希･廣瀬　輝･飯塚　靖隆･高橋　佑太･惠中　崇敬･梶山　和人･青木　賢祥･石井　亮徳･鈴木　雄大･星川　祥規

尾形　桂吾･村上　健･鈴木　隼･源川　拓美･刈屋　壮基･小林　和真･水永　章･岩田　悠一朗

竹島　昌寿･藤井　孝清･泊　明日香･下村　周平･河原やよい･貴田　浩平･森井愛美子･梅田　明莉

2018年少林寺拳法全国大会 in ぐんま　競技の部　本選結果　（３／３）
２０１８年　１０月２８日  

拳士名

浦田　堅人･松本　圭司･大西　彪雅･山田　葵･大西　千匡･谷　龍一･高木　晴生･出井　達也

山田　茂人･埒見　公介･中野　希美･杉田　麻美･清水　大輔･石塚　尚輝･杉本　将樹･寒梅　浩伸･杉森　郁美･羽生　智彦

川口　裕三･上山　学･辻本　光広･上山　清美･高橋　宏幸･後藤　隆志･松永　海央･帆足　愛歌･奥田　祐也

交野　洸平･内藤　航大･駒田　久佳･塚本　健太郎･鐘ヶ江　信也･坂本　美幸･交野　翔大

大城　早由里･宮迫　汐里･籾　美吹･仁科　一咲･田淵　雅敏･澁谷　悠志･世永　湧大･小田　翔･堀江　智久


