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ご 挨 拶 

 

第 28回全国社会人躰道優勝大会開催おめでとうございます。 

社会と自然に囲まれ、多くの刺激を受けながら、人はまた一方でそれらの恩恵を受け、護

られ、生かされています。与えられる時空が有限であることに変わりはありませんが、その

有限を知って初めて限界を超えようとの思いも芽生えます。躰道の始まりには過酷で不安

定な状況から活路を見出そうという強い生命力がありましたが、それは社会的責任を日々

果たされ、週末には修練の成果を試すべくこのような競技大会にも参戦するといったライ

フスタイルを実践されている皆さんに引き継がれています。 

温暖化による気候変動から地球上の生体分布も南限、北限に変化があると言われますが、

一方で、環境的に限界が仕切られ、生き物の行動様式が一定の方向に誘導されることは『カ

マスの理論』からも学ぶことが出来ます。同じ水槽の中で透明の壁に仕切られたカマスと小

魚。仕切りに気付かず仕切り越しに放たれた小魚を食べようとするカマスは間仕切りに衝

突を繰り返すうちに小魚を獲物と見做さなくなるのですが、ある時、そのように習慣づけら

れていない天然のカマスが水槽にやって来て小魚を捕える様子を見ると、自分たちも小魚

に襲い掛かる事を思い出すと言います。一旦は消えかかった能動的な動きが、外部からの刺

激により蘇ることの例えにされますが、『学習性無力感』ならぬ諦め感を払拭し、限界を広

げるには、刺激の上手な活用が功を奏すこともあります。 

管理、抑制され定められてゆく行動様式もあれば、創意的にそれを超えようとする営みも

行われるようになります。より健康、より幸福に暮らせる環境づくりの一環に躰道が位置す

ることを広く伝えて行く中、命のかたちも色々な角度から評価される時代になり、又、生命

の表現方法もすぐそばにいる家族や仲間、同種の隣人との関係性の上に成り立つものだけ

に留まらず、より異種なものとのコミュニケーションが大切であることが分かって来まし

た。環境的に限界が広がり種の定義も変わり得る条件下で、より躰道らしい 21世紀を過ご

せれば良いと思います。 

最後になりましたが、本大会の開催準備にあたりお力を頂いた日本躰道協会役員、審判団、

関係各位、お集り頂いた多くの方々へ感謝の意をお伝えすると共に、更なるご活躍、大会の

成功をお祈りし、ご挨拶とさせて頂きます。 

 

平成 30年 9月 

 

日本武藝躰道三代宗家 

祝 嶺 正 献 



 
 

大 会 役 員  
 

 

  大会会長    工藤善己［NPO法人日本躰道協会］ 

                                                      

                     

   大会審判員 

         審判審議長 奥山 安雪      

 

審 判 長  田中 勇悦   

     

審 判 員 安部 幸史郎・武田 良夫・石川 健次・小林 学・小松 武・小林 大輔 

十河 剛・久保 誠・並木 將志・北澤 秀明・門馬 玉展・春日 世生 

板山 宜弘・福田 一史・清水 貴治・渡辺 伸一郎 

 

                   

   大会実行委員会 

  

           委 員 長 石川欣一［丸本ストルアス㈱］ 

         

副委員長    岡本 衛 [興栄工業㈱] 小林 学 [上板塑性㈱]   

     

委  員  萩原 利克 [自営］ 桐山 信一 [友輪㈱］ 小林 大輔 [ニッポンスリッパ㈱］ 

福長 寛之 [(同)飛鳥企画］ 毛利 秀巳 [㈱秀和ウェイブシステム] 

千葉 健志 [（一社）建築研究振興協会]  中野 哲爾 [整骨院 日月]  

小林 誠弥 [㈱ミカミ・アイエヌジー]  

橘 みどり [㈲章音] 徳 貴倫 [㈲章音] 

 

   表紙デザイン 新川 浩之 [㈲キャナル] 

 

        医  務  星 忠成先生 [昭和大学藤が丘リハビリテーション病院] 

 

 

   参加県・地区協責任者 

加賀谷 宏[北海道] ・ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ[青森県]・金野道程[岩手県] 

本田勝博［宮城県] ・小林清喜 [山形県 ]・田中利美[群馬県]・内山仁志[栃木県] 

芝波田邦博［埼玉県］・清田義男［千葉県］・岡本 衛［東京城東］ 

久保 誠［東京城南］・小林真由［東京城西］・石川健次 [東京城北] 

武田良夫［東京多摩］・中條正崇［神奈川県］・板山宜弘［山梨県］ 

加藤明彦［静岡西部］・泉智慶[新潟県] ・吉井竜則 [富山県 ]・山本清隆［愛知県］ 

小西美智子[和歌山] ・中田明年[大阪府] ・菅城成昌[京都府] 

森 大治[兵庫県] ・三上 安敦 千暁[福岡県] 

 

                   

 

  協力地区団体  東京城東地区躰道協会・東京城西地区躰道協会・千葉県船橋市躰道協会 

千葉大学・東京医科歯科大学・東京大学・北里大学・二松学舎大学 

早稲田大学・拓殖大学  
 



大 会 次 第  

 

  

 

   競技               予  選                       ９：１５～  

                                                                                          

 ［予選Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート］  

※ＡＢコートは1階武道場  CＤコートは２階武道場  

 

                                  開  会  式                     １３：００～  

国歌斉唱 

大会宣言     石川 欣一  [大会実行委員長]    

大会会長挨拶   工藤 善己  [NPO法人日本躰道協会会長]  

宗家挨拶     日本武藝躰道三代宗家 祝嶺 正献 

最高師範杯返還  昨年度受賞者 山際 真穂 [東京城南地区躰道協会] 

選手宣誓     大橋友紀恵 [東京城東地区躰道協会] 

躰道五条訓    上原 弘之 [福岡県躰道協会]  

審判団紹介   

           

 

  競技             準決勝・決  勝                １３：３０～  

                           

         ［予選Ａ・Ｂコート］ 

男子団体実戦競技（予選） 

女子団体実戦競技（予選） 

 

 ［決勝戦・三位決定戦Ａ・Ｂコート］ 

                   団体法形競技 

 命の法形競技（有段者の部） 

                  命の法形競技（新人・級位の部） 

     制の法形競技 

     個人法形競技（級位の部） 

個人法形競技（新人の部） 

                個人法形競技（女子の部） 

                 個人法形競技（男子の部） 

                 壮年実戦競技 

                                 個人実戦競技（女子の部） 

                                 個人実戦競技（男子の部） 

                  団体実戦競技（女子の部） 

     団体実戦競技（男子の部） 

 

 

                                  閉  会  式                       １６：２５～  

 

褒章授与 

講  評     田中 勇悦[大会審判長] 

閉会の辞     岡本 衛 [大会副実行委員長] 
 

 



　　　※ A・Bコートは１階　第１武道場（柔道場）
　　　※ C・Dコートは２階　第２武道場（剣道場）

予選開始 9：15～ 　　　※ 実戦競技の予選は、全て1分30秒

男子個人法形
（1～2回戦）

9：15～9：35
男子個人法形
（1～2回戦）

9：15～9：35
男子個人法形
（1～2回戦）

9：15～9：31
男子個人法形
（1～2回戦）

9：15～9：35

1、4～7 5試合 2、8～11 5試合 12～15 4試合 3、16～19 5試合

男子個人法形
（3回戦～準決勝）

9：37～10：05
男子個人法形

（3回戦～準決勝）
9：37～10：05

女子個人法形
（1～2回戦）

9：33～9：57
女子個人法形
（1～2回戦）

9：37～9：57

24～27、30、31、33 7試合 20～23、28、29、32 7試合 1～2、4～7 6試合 3、8～11 5試合

女子個人法形
（3回戦～準決勝）

10：07～10：19
女子個人法形

（3回戦～準決勝）
10：07～10：19 制の法形 9：59～10：51 制の法形 9：59～10：51

12、13、16 3試合 14、15、17 3試合 1～6、13～16、21、22、25 13試合 7～12、17～20、23、24、26 13試合

壮年実戦 10：21～10：33 壮年実戦 10：21～10：33 個人法形（新人） 10：53～11：09 命の法形（新人・級位） 10：53～11：05

1、3～4、7 4試合 2、5～6、8 4試合 1～4 4試合 1～3 3試合

男子個人実戦
(1～3回戦）

10：35～11：47
男子個人実戦
(1～3回戦）

10：35～11：44 個人法形（級位） 11：11～11：27 個人法形（級位） 11：07～11：23

1～12、24～31、40～43 24試合 13～23、32～39、44～47 23試合 1、3～4、7 4試合 2、5～6、8 4試合

女子個人実戦 11：49～12：13 女子個人実戦 11：46～12：10 命の法形（有段者） 11：29～11：59 命の法形（有段者） 11：25～11：55

1、3～6、11～12、15 8試合 2、7～10、13～14、16 8試合 1～3、7～8、11 6試合 4～6、9～10、12 6試合

男子個人実戦 12：15～12：24 男子個人実戦 12：12～12：21
48、49、52 3試合 50、51、53 3試合

Ａコート Ｂコート Ｃコート Dコート

9月24日（祝・月）　　第28回全国社会人躰道優勝大会　時程（午前）



開会式 13：00～

予選・三決・決勝 13：30～

男子団体実戦　予選 13：30～14：30 男子団体実戦　予選 13：30～14：30

1、3、4、7 4試合 2、5、6、8 4試合

女子団体実戦　予選 14：32～14：47 女子団体実戦　予選 14：32～14：47

1 1試合 2 1試合

団体法形　決勝 14：49～15：09 個人法形（新人）　三決・決勝 14：49～14：57

4チーム 5、6 2試合

命法形（新人級位） 三決・決勝 14：59～15：07

4、5 2試合

制の法形　三決・決勝 15：11～15：19 個人法形（級位）　三決・決勝 15：09～15：17

27、28 2試合 9、10 2試合

男子個人法形　三決・決勝 15：21～15：29 女子個人法形　三決・決勝 15：19～15：27

34、35 2試合 18、19 2試合

壮年実戦　三決・決勝 15：31～15：37 命法形（有段者） 三決・決勝 15：29～15：39

9、10 2試合 13、14 2試合

男子個人実戦　三決・決勝 15：39～15：45 女子個人実戦　三決・決勝 15：41～15：47

54、55 2試合 17、18 2試合 　　壮年実戦、団体実戦の3決・決勝は１分３０秒

男子団体実戦　三決・決勝 15：47～16：17 女子団体実戦　三決・決勝 15：49～16：19

9、10 2試合 3、4 2試合

閉会式 16：25～

※ 男子個人実戦、女子個人実戦の三決・決勝は、２分

Aコート Bコート

9月24日（祝・月）　　第28回全国社会人躰道優勝大会　時程（午後）

※ 団体実戦(男子・女子)の競技時間は、全て1分30秒



あぶらい　あきら ニュートリー株式会社 おおはし　まさよし 合同会社ＯＣＥＡＮ

油井　陽 大橋　正芳
わたなべ　しゅん 東京都庁 32 しおや　ゆうた 神戸福生会
渡邉　俊 塩谷　優太
すがき　しげまさ 木津躰道協会 かわむら　こお 日本銀行
菅城　成昌 河村　康央
かとう　じゅん (株)ソルパック もちづき　しんすけ 静岡県立静岡北特別支援学校

加藤　潤 望月　進介
こばやし　じゅん ＮＴＴドコモ うえはら　ひろゆき 清水建設株式会社

小林　潤 上原　弘之
なぐら　たかひろ 株式会社マイナビ おくむら　もとし いなばペットフード株式会社

名倉　崇広 奥村　元
なかさ　みなみ 国立病院機構　宇都宮病院 もちだ　しょう 株式会社アドックインターナショナル

仲佐　南 持田　翔
たかさき　けんいち 松本医院 しらくら　しげる ㈱八ヶ岳総合不動産

高崎　健一 白倉　繁
なかもと　あつし 有限会社イトーヤク ぐ　ちんいん 株式会社センユウ

中本　淳史 虞　嶔崟
たい　てるあき デロイトトーマツコンサルティング さとう　まこと 佐川急便
泰　輝明 佐藤　誠
もりた　たろう 水谷電気株式会社 やまね　りゅうじ JF岩手漁連
森田　太郎 山根　竜二
はっとり　けんご 旭川市役所 ふるた　かずゆき アビームコンサルティング株式会社

服部　賢吾 古田　一行
うべ　まさひろ 株式会社商工組合中央金庫 かねこ　ゆうた 東久留米道場
宇部　真広 金子　勇太
はやし　げん 横浜サイカパーキング株式会社 ささき　ひであき 株式会社　日立産機システム

林　元 佐々木　秀彰
さかもと　みのる 山梨北整形外科 ほりごめ　りょうた きくち整形外科
坂本　稔 堀米　遼太
えんどう　けいた (株)キューブシステム なかじま　しょうへい 新エネルギー・産業技術総合開発機構

遠藤　啓太 中嶋　尚平
やまもと　たかし 上越印刷工業株式会社 しんじょう　よしまさ 浦安市立明海小学校

山本　高史 新城　義将
さかもと　くにひこ 湯澤整形外科リハビリクリニック かわい　けんじ スタンレー電気（株）

坂本　邦彦 川井　健司
さきま　たいし 自衛隊中央病院 さかもと　たくみ 川口市立在家小学校

先間　泰史 坂本　巧
せきね　たけし 北海道大学大学院 みなと　こうじ 気象庁
関根　猛 湊　宏司
りょうもと　まさき 野村総合研究所 たんの　きみお 丹野建築
良本　真基 丹野　喜美男
わたなべ　ゆうすけ ピジョンホームプロダクツ㈱ くりやま　たくや （株）メディス
渡邊　裕介 栗山　拓也
じぇいそん あれきさんだー　まいやーアマゾン ながい　けんたろう 早稲田大学大学院
ジェイソン アレキサンダー マイヤー 永井　健太郎
あざみ　ゆうき しらさき動物病院 すずき　ふみたか 協業組合ｶﾃｯｸﾌｼﾞ
浅見　優樹 鈴木　史孝
しみず　ひでのり オリジン東秀株式会社 おおすみ　たくひろ 大洋機械株式会社

清水　秀典 大角　卓寛
こまつ　しんたろう 東京大学大学院 しむら　ともひで 小牧市役所
小松　慎太郎 志村　友秀
かまだ　あきら 日本農薬株式会社 ほんだ　たくま 三井物産株式会社

鎌田　亮 本田　拓馬
かねこ　ともかず 東村山道場

金子　智一

38

33

個人実戦競技（男子の部）  55人

24
1 13

40 44

2 14

25

6 18
27 35

3 15

48 50

4 16

20

29

9

49

28 36
7 19

37

51

21

優勝 第２位 第３位 第４位

54

決勝

52 53
55

三決

5 17

41 45

26 34

10

30

11

42 46

8

22

47

23
39

12
31

43



なぐら　たかひろ さいとう　けんた

名倉　崇広 齋藤　健太
なかもと　あつし すがき　しげまさ

中本　淳史 菅城　成昌
かわい　けんじ はっとり　けんご

川井　健司 服部　賢吾
なかさ　みなみ たい　てるあき

仲佐　南 30 泰　輝明
もりた　たろう しみず　ひでのり

森田　太郎 清水　秀典
きじま　ひろふみ ふくだ　ふみき

貴島　啓文 福田　史来
おぜき　たかのぶ じぇいそん あれきさんだー　まいやー

小関　宗伸 ジェイソン アレキサンダー マイヤー

せきね　たけし わたなべ　ゆうすけ

関根　猛 渡邊　裕介
たんの　きみお さかもと　たくみ

丹野　喜美男 坂本　巧
さきま　たいし えんどう　けいた

先間　泰史 遠藤　啓太
つかなか　ただのり あざみ　ゆうき

塚中　正法 浅見　優樹
すずき　ふみたか あだち　たくや

鈴木　史孝 31 足立　拓弥
ながい　けんたろう ふるた　かずゆき

永井　健太郎 古田　一行
はなおか　たくみ やまもと　たかし

花岡　拓海 山本　高史
おおやま　じゅんぺい かまだ　あきら

大山　純平 鎌田　亮
おくむら　もとし しんじょう　よしまさ

奥村　元 新城　義将
しおや　ゆうた うえはら　ひろゆき

塩谷　優太 上原　弘之
さかもと　くにひこ

坂本　邦彦

神戸福生会 清水建設株式会社

湯澤整形外科リハビリクリニック

日本農薬株式会社

いなばペットフード株式会社 浦安市立明海小学校

10 27

22 3
19

2
11

水谷電気株式会社 オリジン東秀株式会社

日立建機（株）ダイダン㈱

あおき整形外科 アマゾン

北海道大学大学院 ピジョンホームプロダクツ㈱

4 25

20 15
決勝

5
32 33

7

28 14

ルネサスエレクトロニクス

自衛隊中央病院 (株)キューブシステム

丹野建築 川口市立在家小学校

9

29 18

35
16

8 26

個人法形競技（男子の部）  35人

株式会社マイナビ 東京大学大学院

有限会社イトーヤク 木津躰道協会
12

6
1 24

スタンレー電気（株） 旭川市役所
23 13

国立病院機構　宇都宮病院 デロイトトーマツコンサルティング

株式会社J:COM

しらさき動物病院

協業組合ｶﾃｯｸﾌｼﾞ 小川香料(株)

早稲田大学大学院 アビームコンサルティング株式会社

株式会社京葉銀行

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

34

21 17

上越印刷工業株式会社



いなみ　あきこ いいだ　さくらこ

稲見　安希子 飯田　桜子
いずみ　ともえ つかなか　ひさよ

泉　智慧 塚中　久代
ちば　ひろみ ひらやま　あいこ

千葉　広実 平山　愛子
せとう　ゆき もちづき　あんな

瀬藤　有希 望月　杏奈
しみず　よしえ いがらし　みなみ

清水　佳江 五十嵐　美南
もとき　りさ いいだ　あや

元木　理沙 飯田　あや
うえだ　みきこ なかむら　はるか

植田　美輝子 中村　遥
たかぎ　きょうこ うえだ　えりこ

髙木　京子 植田　恵理子
うの　ゆきこ やまぎわ　まほ

宇野　友季子 山際　真穂

アクタス税理士法人 千葉大学医学部附属病院

済生会横浜市東部病院 悠訪問看護ステーション

11 8
決勝

3
15 16

18

個人実戦競技（女子の部）  18人

株式会社日比谷アメニス 代々木の森耳鼻咽喉科

慶誓寺 所沢リウマチ・スポーツクリニック

7
5

1 13
横浜道場 愛知医科大学

代々木の森耳鼻咽喉科 (株)ジェイアンドユー

亀田総合病院 あたごとまとこども園

戸田中央総合病院 ㈱セキ薬品

キヤノン株式会社 すみだ北斎美術館

9

4 14

12

17

2
10

6

優勝 第２位 第３位 第４位

三決



せとう　ゆき いいだ　さくらこ

瀬藤　有希 飯田　桜子
たかぎ　きょうこ やまぎわ　まほ

髙木　京子 山際　真穂
あらい　すみれ もとき　りさ

荒井　すみれ 元木　理沙
いいだ　あや もちづき　あんな

飯田　あや 望月　杏奈
しみず　よしえ おかむら　ともか

清水　佳江 岡村　朋香
うえだ　えりこ いのうえ　ふみか

植田　恵理子 井上　文香
つかなか　ひさよ しのはら　みゆき

塚中　久代 篠原　美由紀
いがらし　みなみ なかむら　はるか

五十嵐　美南 中村　遥
いその　はるか いなみ　あきこ

磯野　遥 稲見　安希子
ひらやま　あいこ

平山　愛子

個人法形競技（女子の部）  19人

アクタス税理士法人 代々木の森耳鼻咽喉科

戸田中央総合病院 すみだ北斎美術館
8

7

代々木の森耳鼻咽喉科

(株)ジェイアンドユー 千葉大学医学部附属病院

国際外語・観光・エアライン専門学校

1 14

12 9
決勝

4
16 17

19

みずほ銀行 株式会社日比谷アメニス

愛知医科大学

2
6

㈱セキ薬品 株式会社ゼンショーホールディングス

所沢リウマチ・スポーツクリニック 株式会社小原工業

悠訪問看護ステーション あたごとまとこども園

10

5 15

13 3
11

済生会横浜市東部病院 松文産業株式会社

三決

18

優勝 第２位 第３位 第４位

まちだ　けいん えのもと　いたる

町田　啓允 榎本　至
なるしま　ふみこ ほしの　なおこ

成島　富美子 星野　菜穂子
にしだ　さちよ どしだ　あい

西田 幸代 土志田　愛
ふじわら　まさつぐ いとう　しずお

藤原　政嗣 伊藤　静男
かざおか　しの こんどう　みづき

風岡　史乃 近藤　みづき

個人法形競技（級位の部）  10人

ＭＡＶＥＲＩＣＫ　ＤＣ　ＧＲＯＵＰ 防衛省共済組合

パンドウィットコーポレーション コラロ新百合ヶ丘
5

4
決勝

学校法人北里研究所

Findability Sciences㈱ 直井造園

清武会 関根スポーツマッサージ治療院

COOL-D-STYLE
1

7 8
10

2
6

3

三決

9

優勝 第２位 第３位 第４位



どい　みつじ しまみや　みつる

土井　光司 島宮　満
いがらし　のぼる きたはら　こちづ

五十嵐　昇 北原　こちづ
わたなべ　まりこ おくたに　まみ

渡辺　万理子 奥谷　真美
やまだ　よしもと たかやなぎ　のりこ

山田　嘉基 高柳　紀子
きたはら　きよし きむら　ひでのり

北原　喜代志 木村　英憲
すぎむら　かずゆき ごとう　ともみ

杉村　和之 後藤　有美
あらい　かずみ こばやし　まゆ

荒井　和美 小林　真由

個人法形（命）　有段者の部  14人

㈲高橋製作所 株式会社 島宮

（独）水資源機構 北杜市社会福祉協議会

4
7

北辰会

正統館 すみれ保育園

イオンテール　
1 9

決勝

5
11 12

2
14

ABB日本ベーレー　㈱ レイール

国際こども•福祉カレッジ 正統館

8 6
10

3

小淵沢カントリークラブ 山梨正統館

三決

13

優勝 第２位 第３位 第４位

かざおか　しの たにぐち　よしなお

風岡　史乃 谷口　嘉直
ほしの　なおこ えのもと　いたる

星野　菜穂子 榎本　至
さかい　ひろえ

酒井　博恵
富山県立大学

個人法形（命）　新人・級位の部  5人

清武会 (株)JALUX

コラロ新百合ヶ丘 防衛省共済組合

決勝

3 2
5

1

第４位

三決

4

優勝 第２位 第３位



おおはし　ゆきえ ひらた　こずえ

大橋　友紀恵 平田　梢
まいける おだ　けいすけ

マイケル　アンガーライダー 小田　圭介
やまぐち　ちづる ながなわ　ゆうた

山口　千鶴 長縄　裕太

4
6

(株)大学通信 東京海上ビジネスサポート

個人法形競技（新人の部）  6人

合同会社ＯＣＥＡＮ 　JA

富山県躰道協会 日本アドバンステクノロジー

決勝

1

2
3

三決

5

優勝 第２位 第３位 第４位

かねこ　ともかず あぶらい　あきら

金子　智一 油井　陽
さくらおか　やすし はなおか　たくみ

櫻岡　育 花岡　拓海
わたなべ　まりこ ながい　せいいちろう

渡辺　万理子 永井　誠一郎
こばやし　じゅん もり　だいじ

小林　潤 森　大治
かとう　じゅん あらい　かずみ

加藤　潤 荒井　和美
ほんだ　たくま おおた　ひろし

本田　拓馬 太田　寛
もちづき　しんすけ おぜき　たかのぶ

望月　進介 26 小関　宗伸
すぎむら　かずゆき みなと　こうじ

杉村　和之 湊　宏司
たかさき　けんいち うべ　まさひろ

高崎　健一 宇部　真広
にのみや　けん おおはし　まさよし

二ノ宮　健 大橋　正芳
たかやなぎ　のりこ だいくはら　やすし

高柳　紀子 大工原　泰志
おおすみ　たくひろ なかむら　たかゆき

大角　卓寛 中村　崇之
なかたに　やすし さとう　まこと

中谷　靖 佐藤　誠
すずき　ともゆき ほりごめ　りょうた

鈴木　智行 堀米　遼太

ロックペイント株式会社

イオンテール　
1 7

21 23

2 8

個人法形競技　（制の法形）  28人

東村山道場 ニュートリー株式会社

櫻岡自動車 株式会社京葉銀行13 17

アストマックス

ＮＴＴドコモ

三井物産株式会社 (株)朝日機工

静岡県立静岡北特別支援学校 あおき整形外科

ABB日本ベーレー　㈱ 気象庁

15 19

3
決勝

9

25
28

(株)ソルパック 国際こども•福祉カレッジ

松本医院 株式会社商工組合中央金庫

株式会社　カインズ 合同会社ＯＣＥＡＮ

すみれ保育園 (株)アルバック

4 10

16 20

5 11

大洋機械株式会社 中村鍼灸院

泉倉作業 佐川急便

群馬県教育委員会 きくち整形外科

22 24

6 12
14 18

27

三決

優勝 第２位 第３位 第４位



団体実戦メンバー表
チーム名 選手１ 選手５ 補欠

北志会 湊　宏司 上原　弘之
北里舞踏団 山根　竜二 大角　卓寛
諒真くん生まれました！！ 清水　秀典 新城　義将
浜町道場 坂本　邦彦 ジェイソン アレキサンダー マイヤー

正統館 足立　拓弥 貴島　啓文
創玄会 河村　康央 名倉　崇広
東京23区外 金子　智一 金子　勇太
横浜道場withO 千葉　健志 大江　潤
富士市躰協 鈴木　史孝 佐藤　誠
山梨正統館 土井　光司 木村　英憲

堀米　遼太
遠藤　啓太
森田　太郎
坂本　巧

三決

9

虞　嶔崟
泰　輝明

福田　史来
良本　真基

林　元
永井　誠一郎

朴　將文
古田　一行
持田　翔

創玄会

富士市躰協諒真くん生まれました！！

浜町道場 正統館

横浜道場withO 北里舞踏団

団体実戦競技（男子）  10チーム

東京23区外

山梨正統館 北志会

本田　拓馬

優勝 第２位 第３位 第４位

塚中　正法

服部　賢吾 関根　猛 奥村　元
小関　宗伸 仲佐　南 萩谷　勇一郎

選手２ 選手３ 選手４

中村　崇之
鎌田　亮

永井　健太郎

大工原　泰志
杉村　和之
白倉　繁

梶原　知希
渡邊　裕介
坂本　稔

5
4

決勝

1
7 8

10
2

6
3

団体実戦メンバー表
チーム名 選手１ 選手５ 補欠

チーム縁〜ENISHI〜 泉　智慧 平山　愛子 瀬藤　有希
関東婦人会 植田　恵理子 磯野　遥
祝☆市原家応援隊 清水　佳江 井上　文香
横浜道場 with M 田畑　麻夜 大工原　みゆき

団体実戦競技（女子）  4チーム

祝☆市原家応援隊 横浜道場 with M

関東婦人会 チーム縁〜ENISHI〜

決勝

1 2
4

選手２ 選手３ 選手４
中村　遥 荒井　和美 山際　真穂

三決

3

千葉　広実 飯田　あや 元木　理沙

飯田　桜子 小林　真由 宇野　友季子
植田　美輝子 望月　杏奈 長谷　佳奈

第４位優勝 第２位 第３位



にのみや　けん どい　みつじ

二ノ宮　健 土井　光司
もり　だいじ すずき　ともゆき

森　大治 鈴木　智行
おおた　ひろし なかたに　やすし

太田　寛 中谷　靖
しまみや　みつる たかはし　ひでのり

島宮　満 高橋　秀憲
きむら　ひでのり ちば　けんじ

木村　英憲 千葉　健志

1

5
決勝

7 8
10

2
6

個人実戦競技　（壮年の部）  10人

株式会社　カインズ ㈲高橋製作所

ロックペイント株式会社 群馬県教育委員会4

泉倉作業

株式会社 島宮 医療法人　葵鐘会

山梨正統館 (一社)建築研究振興協会

(株)朝日機工

3

三決

9

優勝 第２位 第３位 第４位

1 練武館　こいやおめって！

団体法形競技  4チーム

決勝

No. 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

2 正統館

3 創玄会

4 east village mountain

優勝 ２位 ３位 ４位



所属地区名 氏　名 段級位 勤務先等

1 湊　宏司 参段 気象庁

2 服部　賢吾 参段 旭川市役所

3 関根　猛 弐段 北海道大学大学院

4 奥村　元 初段 いなばペットフード株式会社

5 渡邉　俊 初段 東京都庁

6 青森県 浅見　優樹 参段 しらさき動物病院

7 岩手県 山根　竜二 参段 JF岩手漁連

8 宮城県 丹野　喜美男 四段 丹野建築

9 山形県 岡村　朋香 弐段 松文産業株式会社

10 鈴木　智行 四段 群馬県教育委員会

11 山本　高史 弐段 上越印刷工業株式会社

12 仲佐　南 四段 国立病院機構　宇都宮病院

13 萩谷　勇一郎 初段 水戸農業協同組合

14 櫻岡　育 弐段 櫻岡自動車

15 先間　泰史 参段 自衛隊中央病院

16 二ノ宮　健 四段 株式会社　カインズ

17 五十嵐　昇 弐段 （独）水資源機構

18 植田　恵理子 四段 ㈱セキ薬品

19 加藤　潤 四段 (株)ソルパック

20 栗山　拓也 参段 （株）メディス

21 風岡　史乃 1級 清武会

22 谷口　嘉直 2級 (株)JALUX

23 榎本　至 1級 防衛省共済組合

24 山口　千鶴 6級 (株)大学通信

25 清水　秀典 四段 オリジン東秀株式会社

26 林　元 四段 横浜サイカパーキング株式会社

27 虞　嶔崟 弐段 株式会社センユウ

28 中村　崇之 初段 中村鍼灸院

29 花岡　拓海 弐段 株式会社京葉銀行

30 新城　義将 初段 浦安市立明海小学校

31 清水　佳江 参段 済生会横浜市東部病院

32 植田　美輝子 弐段 亀田総合病院

33 五十嵐　美南 弐段 悠訪問看護ステーション

34 望月　杏奈 初段 千葉大学医学部附属病院

35 長谷　佳奈 弐段 株式会社コスモスモア

36 西田 幸代 2級 COOL-D-STYLE

37 稲見　安希子 弐段 株式会社日比谷アメニス

38 井上　文香 弐段 株式会社ゼンショーホールディングス

39 川井　健司 参段 スタンレー電気（株）

40 小林　潤 参段 ＮＴＴドコモ

41 坂本　邦彦 四段 湯澤整形外科リハビリクリニック

42 永井　誠一郎 四段 アストマックス

43 泰　輝明 参段 デロイトトーマツコンサルティング

44 髙木　京子 参段 戸田中央総合病院

45 鎌田　亮 弐段 日本農薬株式会社

46 伊藤　静男 1級 直井造園

47 成島　富美子 4級 パンドウィットコーポレーション

栃木県

北海道

第２８回　全国社会人躰道優勝大会　出場者一覧　[順不同]

群馬県

埼玉県

千葉県

東京城東



48 大橋　正芳 五段 合同会社ＯＣＥＡＮ

49 大橋　友紀恵 5級 合同会社ＯＣＥＡＮ

50 大角　卓寛 四段 大洋機械株式会社

51 篠原　美由紀 初段 株式会社小原工業

52 島宮　満 五段 株式会社 島宮

53 藤原　政嗣 1級 Findability Sciences㈱

54 町田　啓允 2級 ＭＡＶＥＲＩＣＫ　ＤＣ　ＧＲＯＵＰ

55 星野　菜穂子 1級 コラロ新百合ヶ丘

56 足立　拓弥 弐段 小川香料(株)

57 朴　將文 弐段 大塚製薬㈱

58 福田　史来 参段 日立建機（株）

59 永井　健太郎 参段 早稲田大学大学院

60 飯田　桜子 参段 代々木の森耳鼻咽喉科

61 貴島　啓文 四段 ダイダン㈱

62 小林　真由 六段 正統館

63 山田　嘉基 六段 正統館

64 小関　宗伸 五段 あおき整形外科

65 山際　真穂 五段 すみだ北斎美術館

66 河村　康央 五段 日本銀行

67 古田　一行 四段 アビームコンサルティング株式会社

68 宇野　友季子 四段 キヤノン株式会社

69 良本　真基 四段 野村総合研究所

70 宇部　真広 参段 株式会社商工組合中央金庫

71 大山　純平 参段 株式会社J:COM

72 本田　拓馬 四段 三井物産株式会社

73 磯野　遥 参段 みずほ銀行

74 名倉　崇広 参段 株式会社マイナビ

75 小松　慎太郎 弐段 東京大学大学院

76 齋藤　健太 弐段 東京大学大学院

77 中嶋　尚平 四段 新エネルギー・産業技術総合開発機構

78 奥谷　真美 弐段 北辰会

79 金子　智一 六段 東村山道場

80 田畑　麻夜 四段 はなさき保育園

81 高崎　健一 四段 松本医院

82 持田　翔 弐段 株式会社アドックインターナショナル

83 近藤　みづき 1級 関根スポーツマッサージ治療院

84 太田　寛 五段 (株)朝日機工

85 堀米　遼太 五段 きくち整形外科

86 塚中　正法 四段 ルネサスエレクトロニクス

87 塚中　久代 弐段 所沢リウマチ・スポーツクリニック

88 金子　勇太 参段 東久留米道場

89 千葉　健志 六段 (一社)建築研究振興協会

90 大工原　泰志 四段 (株)アルバック

91 千葉　広実 参段 横浜道場

92 遠藤　啓太 参段 (株)キューブシステム

93 飯田　あや 参段 (株)ジェイアンドユー

94 元木　理沙 弐段 代々木の森耳鼻咽喉科

95 梶原　知希 弐段 横浜道場

96 大工原　みゆき 初段 コンフォート病院

東京城北

東京城東

東京城南

東京城西

東京多摩

神奈川県



97 土志田　愛 2級 学校法人北里研究所

98 大江　潤 五段 ケーオーデンタル(株)

99 土井　光司 六段 ㈲高橋製作所

100 白倉　繁 四段 ㈱八ヶ岳総合不動産

101 坂本　巧 四段 川口市立在家小学校

102 坂本　稔 四段 山梨北整形外科

103 北原　こちづ 参段 北杜市社会福祉協議会

104 北原　喜代志 五段 小淵沢カントリークラブ

105 木村　英憲 四段 山梨正統館

106 望月　進介 五段 静岡県立静岡北特別支援学校

107 鈴木　史孝 六段 協業組合ｶﾃｯｸﾌｼﾞ

108 杉村　和之 四段 ABB日本ベーレー　㈱

109 森田　太郎 四段 水谷電気株式会社

110 渡邊　裕介 弐段 ピジョンホームプロダクツ㈱

111 後藤　有美 初段 レイール

112 佐藤　誠 初段 佐川急便

113 高柳　紀子 四段 すみれ保育園

114 泉　智慧 初段 慶誓寺

115 中村　遥 弐段 あたごとまとこども園

116 渡辺　万理子 初段 イオンテール　

117 荒井　すみれ 初段 国際外語・観光・エアライン専門学校

118 荒井　和美 四段 国際こども•福祉カレッジ

119 ジェイソン アレキサンダー マイヤー弐段 アマゾン

120 酒井　博恵 1級 富山県立大学

121 平田　梢 6級 JA

122 マイケル　アンガーライダー 6級 富山県躰道協会

123 油井　陽 四段 ニュートリー株式会社

124 佐々木　秀彰 四段 株式会社　日立産機システム

125 高橋　秀憲 弐段 医療法人　葵鐘会

126 志村　友秀 初段 小牧市役所

127 長縄　裕太 5級 東京海上ビジネスサポート

128 平山　愛子 四段 愛知医科大学

129 京都府 菅城　成昌 四段 木津躰道協会

130 中谷　靖 四段 泉倉作業

131 塩谷　優太 弐段 神戸福生会

132 小田　圭介 無級 日本アドバンステクノロジー

133 森　大治 四段 ロックペイント株式会社

134 中本　淳史 初段 有限会社イトーヤク

135 和歌山県 瀬藤　有希 参段 アクタス税理士法人

136 福岡県 上原　弘之 参段 清水建設株式会社

山梨県

静岡県

新潟県

富山県

愛知県

大阪摂津

神奈川県

兵庫県



１．日時：平成30年9月24日(祝日月曜日）　午前９時１５分（予選開始）～午後５時半（終了予定）

２．会場：東京武道館  〒120-0005東京都足立区綾瀬3-20-1　TEL　03-5697-2111

３．主催：特定非営利活動法人　日本躰道協会

４．競技内容

種　目 構　成 競　技　内　容 出場資格

1 個人法形

新人の部 男女同一　 旋体・旋陰の法形から選択 ５・６級・無級

2 　　　　〃
級位の部 男女同一　 体・陰の法形から自由選択 １・２・３・４級

3 　　　　〃
段位の部 男子　　 １.2回戦：運体の法形 初段以上
（男子の部） 3回戦以降：体の法形から自由選択

4 　　　　〃
段位の部 女子　　　 １.2回戦：運陰の法形 初段以上
（女子の部） 3回戦以降：陰の法形から自由選択

5 個人法形（命）
新人・級位の部 男女同一　 １.2回戦：勢命の法形（表のみ） 初段未満

3回戦以降：命の法形から自由選択（表裏）

6 　　　　〃
有段者の部 男女同一　 １.2回戦：勢命の法形（表のみ） 初段以上

3回戦以降：命の法形から自由選択（表裏）

7 個人実戦
男子の部 男子　　　 予選１分３０秒・三決決勝２分００秒 初段以上

8 　　　　〃
女子の部 女子　　　 予選１分３０秒・三決決勝２分００秒 初段以上

9 団体法形
（男女混合可） １チ－ム５名 躰道の法形から自由選択 段級位問わず

（男女混合可） ※１チーム５名。

10 団体実戦
男子の部 １チ－ム５名 全試合時間1分30秒 初段以上

※1　

11 団体実戦
女子の部 １チ－ム５名 全試合時間1分30秒 初段以上

※2

12 個人法形（制）
制の法形競技 男女同一 天制・地制・仁制の法形から選択 初段以上

13 ※特別競技
壮年実戦競技 ４３歳以上の男子全試合１分３０秒 初段以上

※1　申込チーム数が16チームを超える場合、実行委員会で抽選を行います。

※2　申込チーム数が1チームの場合競技を中止いたします。

※　団体実戦は選手5名競技監督1名でチーム編成をし、申込書にチーム名を記載してください。

（1）出場資格：日本躰道協会に登録されている者で、「一般会員」は平成３０年６月迄の協会費、「正会員」は
　　　　　　      平成２９年度の正会員費が支払済みで、大会時に出場費が支払われている者。

（2）出場制限：個人種目の出場は１人２種目までとし、団体実戦・団体法形に出場する場合は３種目まで認めます。
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（３）大会出場費：1種目のみ申込　５，０００円/人　2種目以上申込　６，０００円/人（保険料込み）
　　　　　　　　※申込後の欠場や変更等で種目数が減った場合、大会出場費の返却はいたしません。
　　　　　　　　※補欠の申し込みは出場種目数にカウントいたしません。

（４）申し込み：申込書に団体責任者が必要事項を明記し、必ず出場費を添えて平成３０年８月２０日（月）までに
             　　　必着で申し込んで下さい。極力、メール添付のエクセル表でお申し込みお願いいたします。

５． 集合時間：平成３０年９月２４日（月）　午前８時４５分集合　午前９時入館　※大会当日設営準備の場合　時間変更有
※役員は8時30分入館&打合せ ※審判員は8時45分入館&打合せ

６ その他
①全ての選手は所属地区、所属協会が明確であり、正会員は３０年度分まで継続的に支払われていること。
　一般会員は今年度の６月分まで会費を納金されていること。

②日本躰道協会公認の躰道着を着用すること。躰道着の背面に所定のゼッケン以外のものを付けたり、
　左胸上の躰道の文字位置に他のものを付けたり、袖口を短く切った場合は出場を認めない。

③出場選手は大会当日、「健康保険証」を持参すること。

④実戦競技では胴プロテクタ－を着用すること。顔面プロテクターは男女共に着用を選択できます。

⑤団体種目での補欠制度を適応します。
　詳しくは平成26年9月5日の【棄権・ドクターストップ・補欠制度等に関する通知書】をご覧ください。
　URL：http://taido.gr.jp/competition/alljp/info_alljp51.html

⑥宿泊希望者は、各自で予約して下さい。《参考》ホテルパインヒル綾瀬　TEL 03-3690-4131　

⑦本大会参加の個人情報および肖像権に関わる取り扱いについて
　　○参加申し込みに記載された個人情報について

大会プログラムへの掲載
競技会場内外の試合結果などへの掲示及び選手紹介、アナウンス
ホームページなどへの試合組み合わせや結果の表示
大会結果を性格掲示するための広報への情報提供

　　○競技記録の取り扱いについて
大会の結果は協会ホームページや広報（公の機関を含む）などで公開
大会記録として保管され、記録をして上位入賞者はパンフレットなどへ掲載

　　○肖像権の取り扱いについて
協会が認めた撮影者がとった大会の写真やコメントなどは協会ホームページや
　広報（公の機関やポスター、小冊子などを含む）などで公開

　　※日本躰道協会及び大会実行委員会は取得した個人情報を上の使用目的以外に私用することはありません。
　　　また、試合の参加申込書の提出により、上の取り扱いに関するご承諾を得たものとしてさせて頂きます。

⑧今大会用のFaceBookページを立ち上げます。FaceBook上でも情報共有ができますのでご活用ください。
　　FaceBookページ URL：https://fb.me/taidoSyakaijinNo28

⑨大会出場に当たって、選手の勤務先名をアピ－ル出来るゼッケンを躰道着の背中に付けてくだい。
   ゼッケンの内容は自由制作ですが、大きさはＢ５版の横長とします。
　今大会もゼッケン表彰を行います。団体の宣伝になるオリジナリティーの溢れるゼッケンを作製ください。
　最優秀ゼッケンは翌年の大会パンフレットの背表紙に採用とFaceBookに掲載し、企業宣伝いたします。
　※パンフレット背表紙やFaceBookに掲載など希望されない場合は、次点以降から採用いたします。

★ 振込先（大会出場費）
・銀行振込の場合
ゆうちょ銀行　０１９（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店　　当座００４０６４６
特定非営利活動法人 日本躰道協会

★ 申し込み・問い合わせ先 　
〒164-0011　東京都中野区中央５－３８－１３エスエス10　A702　　　TEL 03-5342-2322     FAX 03-5342-2321

    E-mail: office@taido.gr.jp

以上 実行委員長　石川欣一



団体法形競技 法形競技 法形競技 命の法形競技命の法形競技 命の法形競技 男子実戦競技女子実戦競技 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 審判長賞 最高師範杯

級位の部 段位の部 有資格者の部 段位の部 新人・級位の部 特別賞
第 優勝 - - - - - - - - - - - - 池内和彦
1 第２位 - - - - - - - - - - - -
回 第３位 - - - - - - - - - - - -

〃 - - - - - - - - - - - -

第 優勝 - 清水　司 池内和彦 - - - 安部幸史郎 - 清水　司 後藤陽一 土井光司 松山仁志 池内和彦

2 第２位 - 森　友彦 後藤陽一 - - - 土井光司 - - - - 北原こちづ

回 第３位 - 斉間栄一 土井光司 - - - 鈴木　孝 - - - - -
〃 - 木下　章 北原こちづ - - - 天野　圭 - - - - -

第 優勝 - 石井真由美 池内和彦 - - - 金野道程 - - - - - 池内和彦

3 第２位 - 乙井仁美 田中勇悦 - - - 吉田　健 - - - - -

回 第３位 - 森　友彦 伊藤通恵 - - - 武原幸次 - - - - -
〃 - 炭谷千鶴子 奥山安雪 - - - 小林　学 - - - - -

第 優勝 山梨県 渡辺愛子 奥山安雪 - - - 田中勇悦 - 吉田　健 奥山安雪 池内和彦 - 田中勇悦

4 第２位 宮城県Ａ 木村孝允 田中勇悦 - - - 吉田　健 - - - - -

回 第３位 和歌山県 小畑友美 池内和彦 - - - 土井光司 - - - - -
〃 - - 後藤陽一 - - - 清水孝之 - - - - -

第 優勝 海南市役所 関場由美子 元嶋章三郎 - - - 安部幸史郎 手塚憲子 元嶋章三郎 後藤陽一 安部幸史郎 - 池内和彦

5 第２位 山梨県 木村孝允 浜崎六三 - - - 後藤陽一 真野聖子 - - - -

回 第３位 東京城西Ｃ 宇野正洋 池内和彦 - - - ﾗｰｽ･ﾗﾙﾑ 鈴木康子 - - - -
〃 - 平久井靖 泉　智慶 - - - 武原幸次 舟瀬真由 - - - -

第 優勝 山梨県 木村孝允 田中勇悦 元嶋章三郎 - - 末正健司 鈴木康子 横山典子 河内藤江 鈴木康子 - 元嶋章三郎

6 第２位 和歌山県 矢吉　守 飯島功仁 池内和彦 - - 十河　剛 横山典子 - - - -

回 第３位 東京城南 佐々木武範 河内藤江 山田重幸 - - 後藤陽一 真野聖子 - - - -
〃 - 曽根幸喜 村上靖之 浜崎六三 - - 相田幸男 手塚憲子 - - - -

第 優勝 山梨県 木村由美 毛利秀巳 刀禰伯彬 乙井仁美 橋本知幸 安部幸史郎 横山典子 毛利秀巳 中嶋紀代子 横山典子 - 安部幸史郎

7 第２位 新潟県 佐々木武範 山田大介 石井　徹 中嶋紀代子 窪田勝彦 五十嵐慎 河内藤江 - - - -

回 第３位 埼玉志木市 矢吉　守 横山典子 池内和彦 相田幸男 - 末正健司 手塚憲子 - - - -
〃 - 曽根幸喜 安部幸史郎 山田重幸 関場由美子 - 小西理裕 井上明美 - - - -

第 優勝 群馬県 高木靖夫 泉　智慶 安部幸史郎 相田幸男 窪田勝彦 金子智一 横山典子 安部幸史郎 横山典子 金子智一 - 泉　智慶

8 第２位 新潟県 矢吉　守 横山典子 池内和彦 乙井仁美 増山房次 宮　靖二 亀里紀美子 - - - -

回 第３位 北里大ＯＢ 遠藤友美 金子智一 山田重幸 西　雅宏 - 原　譲之 井上明美 - - - -
〃 - 小林紀美江 内山仁志 浜崎六三 中村眞由美 - 新井　修 舟瀬真由 - - - -

第 優勝 山梨県Ａ 小林紀美江 飯島功仁 石井　徹 相田幸男 - 鈴木智行 横山典子 飯島功仁 泉　智慶 安部幸史郎 - 鈴木智行

9 第２位 東京城南 杉浦寿久 泉　智慶 泉　智慶 木村孝允 - 安部幸史郎 舟瀬真由 - - - -

回 第３位 山梨県Ｂ 栫　雄一 ｱﾙﾊﾞﾙ・Ｈ 山田重幸 西　雅宏 - 毛利秀巳 真野聖子 - - - -
〃 - 仲澤一晴 内山仁志 高橋忠美 宮岡福次 - 新井　修 永井美佐 - - - -

団体法形競技 法形競技 法形競技 命の法形競技 命の法形競技男子実戦競技女子実戦競技 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 最高師範杯
新人・級位の部 段位の部 有資格者の部 一般の部

第 優勝 山梨県 小林紀美江 小西　愛 高橋　忠美 小西　愛 金子　智一 星野万里子 星野万里子 福島　文仁 金子　智一 小西　愛

10 第２位 東国大OB 杉原　寿久 飯島　功仁 浜崎　六三 荻野　真 福島　文仁 大塚　由貴

回 第３位 つくば市 仲澤　一晴 内山　仁志 山田　重幸 相田　幸男 木間　和也 横山　典子
〃 前田　陽子 木間　和也 北出　春樹 窪田　勝彦 松本　昇平 鳴海　詩代

第 優勝 IHI田無 栫　　雄一 横山　　裕 北澤　秀明 高橋　忠美 西　　雅宏 北澤　秀明 田畑　麻夜 田畑　麻夜 横山　裕 木間　一紀 北澤　秀明

11 第２位 埼玉県 齋藤　充弘 小林紀美江 森　　富和 福長　寛之 宮岡　福次 鈴木　智行 星野万里子

回 第３位 群馬県 高橋由里子 大塚　貴寛 石黒　勝俊 泉　　智慶 荻野　真 木間　一紀 永井　美佐
〃 菊地　広実 尾畑　光哉 木間　和也 上保　正志 宮　　靖二 横山　典子
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団体法形競技 法形競技 法形競技 法形競技 命の法形競技 命の法形競技 実戦競技 実戦競技 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 最高師範杯

新人の部 級位の部 段位の部 有資格者の部 一般の部 男子の部 女子の部

第 優勝 沖縄県 菊地　広実 小林紀美江 森　　富和 福長　寛之 西　　雅宏 北澤　秀明 田畑　麻夜 森 富和 田畑 麻夜 北澤 秀明

12 第２位 東京城南 坂本 和彦 杉原　寿久 木間　和也 高橋　忠美 宮岡　福次 石黒 勝俊 星野万里子 石黒 勝俊

回 第３位 東村山市 杉本 隆 早房 照雄 北澤　秀明 十河 剛 木間 和也 真野 聖子

〃 清水 圭子 高橋由里子 田畑 麻夜 田中 勇悦 末正 健司 真崎 弥生

第 優勝 北里大OB 近藤美穂 菊池広実 中野哲爾 元嶋章三郎 那須静雄 大橋正芳 田畑　麻夜 中野哲爾 近藤美穂 田畑 麻夜 大橋正芳

13 第２位 北里大OG 佐野朋美 仲澤　一晴 田畑麻夜 西　雅宏 木間一紀 小松万里子

回 第３位 東京多摩B 小松邦子 富田早苗 真崎弥生 北出　春樹 木間和也 真野聖子

第 優勝 神奈川A 羽田野修甲 坂本和彦 中野哲爾 刀禰伯彬 杉本　隆 松本昇平 小松万里子 小松万里子 佐藤晶子 土井光司 中野哲爾

14 第２位 TTS-BBC 佐野朋美 千葉広実 丹野喜美男 西　雅宏 山田勝仁 石黒 勝俊 田村　智

回 第３位 東京城東 小澤みゆき 近藤美穂 森　　富和 高橋　忠美 森寺光江 土井光司 舟瀬真由

団体法形 法形競技 法形競技 法形競技 法形競技 命の法形競技 命の法形競技 実戦競技 実戦競技 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 最高師範杯

新人の部 級位の部 男子段位の部 女子段位の部 有資格者の部 新人･級位の部 男子の部 女子の部

第 優勝 己錬館男組 伊藤静男 佐野朋美 中野哲爾 真崎弥生 刀禰伯彬 森寺光江 大橋正芳 田村　智 真崎弥生 大橋正芳 田村　智 中野哲爾

15 第２位 ﾖｺﾊﾏｯｽﾙ 幸　里美 桐生尚之 板山宜弘 小西　愛 浜崎六三 山田勝仁 北澤秀明 舟瀬真由

回 第３位 かながわんりょく 高橋夏子 小松邦子 土井光司 吉田恵美 西　雅宏 津田良仁 川添雅子

第 優勝 TTS22段 滋野智美 神　聖 中野哲爾 佐藤晶子 刀禰伯彬 山田勝仁 坂本　稔 田村　智 佐藤晶子 森 富和 中野哲爾 土井光司

16 第２位 かながわんりょく 大嶺和歌子 菅原智里 土井光司 松原翔子 浜崎六三 志村　卓 森　富和 佐藤晶子

回 第３位 KAT-TUN2 藤田怜美 小松邦子 坂本　巧 田村　智 高橋　忠美 丹野喜美男 川添雅子

第 優勝 ネギシシュニン 横溝太一 森田太朗 中野哲爾 佐藤晶子 刀禰伯彬 山田勝仁 金子　智一 知識美奈 知識美奈 金子智一 中野哲爾

17 第２位 TTSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ25段2007 西海正博 羽田野修甲 金子智一 宮木絵里香 高橋　忠美 宮本靖弘 佐藤将人 市原　智 佐藤晶子

回 第３位 かながわんりょく 大嶺和歌子 小松邦子 坂本　巧 真崎弥生 浜崎六三 堀米遼太 中村愛美

第 優勝 TTS27段2008 杉村和之 滋野智美 中野哲爾 真崎弥生 刀禰伯彬 宮本靖弘 金子　智一 千葉広実 千葉広実 真崎弥生 中野哲爾 金子智一

18 第２位 かながわんりょく 北見　学 大井　栞 宮下宏紀 平山愛子 浅岡　宏 駒澤峰子 丹野喜美男 山際真穂

回 第３位 マックネギシ 田中寛明 ジェイソン 金子智一 佐藤晶子 Andy.F 市川　直 堀米遼太 市原　智

第 優勝 徳島からこんにちは!!がんばれ泉くん 新城義将 グェンホンチュエン 中野哲爾 有賀倫子 芝波田邦博 宮本靖弘 木間和也 知識美奈 丹野喜美男 芝波田邦博 中野哲爾 木間和也

19 第２位 新潟県 伊勢谷信彦 中島香 金子智一 大里佳江 高橋　忠美 駒澤峰子 丹野喜美男 山際真穂

回 第３位 プータローネギシ 渡辺幾子 横溝方一 清水秀典 江川京子 石川健次 勝又敬司 林　元 大里佳江

第 優勝 公務員目指して 本間 織絵 ｸﾞｴﾝ ﾎﾝ ﾁｭ 岩間 桂信 瀬藤 有希 芝波田邦博 奥谷 真美 丹野喜美男 千葉 広美 岩間 桂信 丹野喜美男 千葉 健志 芝波田邦博

20 第２位 飲み会誘って 新 理恵 杉村 和之 坂本 邦彦 平山 愛子 高橋 忠美 勝又 敬司 板山 宜弘 新島 朋美

回 第３位 チーム超捻転 後藤 有美 奥谷 真美 金子 智一 大里 佳江 島宮 満 駒澤 峰子 千葉 健志 橋本 朋絵
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団体法形 法形競技 法形競技 法形競技 法形競技 命の法形競技 命の法形競技 制の法形 自由法形 団体実戦 実戦競技 実戦競技 実戦競技 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 最高師範杯

新人の部 級位の部 男子段位の部女子段位の部有段者の部新人･級位の部 男子の部 女子の部 壮年の部

第 優勝 新潟県チーム 高野　佳子 ｸﾞｴﾝ ﾎﾝ ﾁｭ 中野　哲爾 平山　愛子 芝波田邦博 長尾　はな子 小林　大輔 坂本　邦彦 瀬藤　有希 平山　愛子 堀米　遼大 坂本　邦彦 瀬藤　有希

21 第２位 湯島道場チーム 伊勢谷　信彦 杉村 和之 金子　智一 瀬藤　有希 島宮 満 奥谷 真美 島崎　稔 堀米　遼太 横山　典子

回 第３位 徳島の星！！ 渡辺　万里子 奥谷 真美 油井　陽 江川　京子 刀禰伯彬 渡邊　万里子 泉　智慶 金子　智一 千葉 広美

第 優勝 創玄会2012 高野　佳子 新城　義将 中野　哲爾 瀬藤　有希 島宮 満 奥谷 真美 堀米　遼太 金子　智一 横山　典子 島宮　満 横山　典子 島宮　満 中野　哲爾 金子　智一

22 第２位 湯島道場 西田　幸代 奥谷　真美 金子 智一 平山 愛子 荒井　和美 井口　のぞみ 芝波田邦博 土井嘉津也 土井　安奈 田端　学

回 第３位 横浜道場 George Chalkidis 後藤　有美 宮下　宏紀 清水　佳江 小林　真由 長尾　はな子 並木　将志 油井　陽 佐藤　晶子 木村　英憲

第 優勝 多摩立ちぬ 兒玉　恵理子 George Chalkidis 中野　哲爾 瀬藤　有希 石川　健次 山路祐美子 堀米　遼太 己錬館チーム 良本　真基 山際　真穂 土井　光司 良本　真基 山際　真穂 瀬藤　有希 中野　哲爾

23 第２位 北里38代 柳沢　啓  後藤　有美 坂本　邦彦 清水　佳江 島宮　満 長尾 はな子 金子　智一 山梨正統館チーム 　林　　元 横山　典子 石川　健次

回 第３位  TD43チーム 風岡　史乃 一色　規至 佐々木秀彰 石川雅左江 芝波田邦博 武谷貴理子 並木　将志 横浜道場チーム 木間　一紀 金澤　美奈 島宮　満

第 優勝 創玄会2014 寶革 George Chalkidis 中野　哲爾 瀬藤　有希 島宮　満 原口久美子　 金子　智一 山梨県チーム 堀米　遼太 山際　真穂 田部　英知 山際　真穂 瀬藤　有希 中野　哲爾 島宮　満 

24 第２位 野人と愉快な仲間 三原　宰 佐藤　誠 宮下　宏紀 清水　佳江 刀禰　伯彬 山路祐美子 堀米　遼太 創玄会チーム 金子　智一 飯田　あや 木村　英憲

回 第３位 多田氏結婚おめで 植竹　隼也 大工原みゆき 嶋本幸之助 中嶋　晶子 芝波田邦博 新川　浩之 小林　大輔 横浜道場チーム 土井嘉津也 中嶋　晶子 島宮　満

第 優勝 品格の浜町 寶川有華 佐藤　誠 中野　哲爾 瀬藤　有希 田部英知 佐藤　誠 堀米　遼太 中嶋　晶子 己錬館チーム 金子　智一 山際　真穂 土井光司 瀬藤有希 佐藤　誠 土井光司 金子　智一

25 第２位 創玄会2015 星野菜穂子 大工原みゆき 坂本邦彦 平山愛子 島宮　満 新川　浩之 金子　智一 茂野 元博 愛知県チーム 坂本　稔 奥山みなみ 島宮　満

回 第３位 正統館 川俣貴弘 佐藤直子 佐々木秀彰 萩野真智子 芝波田邦博 山路祐美子 油井　陽 丹野喜美男 山梨県チーム 佐々木拓真 清水よしえ 千葉健志

第 優勝 品格の浜町 星野菜穂子 大工原みゆき 嶋本幸之助 瀬藤　有希 刀禰　伯彬 山路祐美子 金子　智一 内山 仁志 チーム己錬館 金子　智一 瀬藤　有希 千葉 健志 金子 智一 内山 仁志 瀬藤 有希 千葉 健志

26 第２位 登録１４名栃木県人、 こんなに増えました 藤原政嗣 風岡史乃 上原弘之 平山愛子 芝波田邦博 櫻岡　育 内山仁志 丹野喜美男 チーム創玄会 佐々木拓真 山際　真穂 土井光司

回 第３位 デスティーノチーム 成島富美子 櫻岡　育 宮下　宏紀 奥山みなみ 荒井　和美 風岡史乃 北澤秀明 小関 宗伸 愛知県チーム 土井嘉津也 市原　智 二ノ宮健

第 優勝 品格の浜町 大橋友紀恵 町田啓允 名倉崇広 瀬藤　有希 田部英知 風岡史乃 北村幸則 小関宗伸 愛知県チーム 油井　陽 稲見安希子 二ノ宮健 二ノ宮健 土井光司 稲見安希子 山際真穂

27 第２位 多摩の名は。 亀井　良 近藤みづき 嶋本幸之助 稲見安希子 土井光司 榎本　至 金子智一 花岡拓海 山梨正統館 本田拓馬 山際真穂 千葉健志

回 第３位 チーム東京多摩ママになっても躰道 榎本　至 上原弘之 飯田桜子 芝波田邦博 谷口嘉直 堀米遼太 鈴木智行 創玄会 佐々木拓真 飯田桜子 土井光司
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