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＜８月４日（土）第４０回全国少年少女・第３７回全国高校生躰道優勝大会スケジュール＞

選手入館・・・・・・・・・13時00分（係員に従い速やかに入館すること）
選手集合・・・・・・・・・・・13時30分（躰道着着用で競技コートへ集合）開会式確認・準備体操等・熱中症について
開会式・・・・・・・・・・・14時00分
競技開始・・・・・・・・・14時40分

14：40 男子法形（小高） 14：40～15：01 女子法形（小高） 14：40～14：58 男子法形（小高） 14：40～15：01 女子法形（小高） 14：40～14：55

1～3・7～10 7試合 1・2・4～7 6試合 4～6・11～14 7試合 3・8～11 5試合

男子法形（中学） 15：04～15：22 男子法形（中学） 15：01～15：19 女子法形（中学） 15：04～15：28 高校新人法形 14：58～15：07

1・2・5～8 6試合 3・4・9～12 6試合 1～8 8試合 1-3 3試合

団体法形 15：25～16：30 高校女子法形 15：21～15：48 高校男子法形 15：31～15：58 高校男子法形 15：10～15：37

11チーム 1-9 9試合 1・2・5～8 6試合 3・4・9～12 9試合
※個人競技優先 .

高校男子実戦 15：51～16：09 女子法形（小低） 16：01～16：22 男子法形（小低） 15：40～16：10

1・2・5～8 6試合 1～7 7試合 1～10 10試合

16：30 高校女子実戦 16：12～16：36 高校男子実戦 16：13～16：31

1～8 8試合 3・4・9～12 6試合

男子実戦（小高） 16：33～17：09 女子個実（小高） 16：39～16：54 男子実戦（中学） 16：25～16：52 女子個実（中学） 16：34～16：43

1～12 12試合 1～7 7試合 1～9 9試合 1～3 3試合

団体実戦 17：12～17：27 団体実戦 16：57～17：27 団体実戦 16：55～17：10 団体実戦 16：47～17：17

17：30 4 1・3 5 2・6

Ａコート Bコート Cコート Ｄコート
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＜８月５日（日）第４０回全国少年少女・第３７回全国高校生躰道優勝大会スケジュール＞

選手入館・・・・・・・・・8時00分（係員に従い速やかに入館すること）
選手集合・・・・・・・・・・・8時30分（躰道着着用で競技コートへ集合）
競技開始・・・・・・・・・8時50分

8：50 展開 8：50～9：50
11チーム

男子法形（小高） 9：35～9：53 男子法形（中学） 9：35～9：53 男子法形（小低） 9：35～9：53 高校男子法形 9：35～9：53
15～20 6試合 13～18 6試合 11～16 6試合 13～18 6試合

女子法形（中学） 9：56～10：05 女子法形（中学） 9：56～10：05 女子法形（小高） 9：56～10：14 女子法形（小低） 9：56～10：14

9・10・13 3試合 11・12・14 3試合 12～17 6試合 8～13 6試合

男子実戦（中学） 10：08～10：26 女子個実（中学） 10：15～10：33 男子実戦（小高） 10：18～10：27 高校男子実戦 10：17～10：35

10～15 6試合 4～9 6試合 13～18 6試合 13～18 6試合

団体実戦 10：29～10：44 団体実戦 10：30～10：45

7 8

【三決・決勝】
11：00 団体法形 11：00～11：20

上位4チーム

男子法形（小低） 11：23～11：26 女子法形（小低） 11：23～11：26 男子法形（小低） 11：23～11：26 女子法形（小低） 11：23～11：26

18 15 17 14
男子法形（小高） 11：28～11：31 女子法形（小高） 11：28～11：31 男子法形（小高） 11：28～11：31 女子法形（小高） 11：28～11：31

22 19 21 18
男子法形（中学） 11：33～11：36 女子法形（中学） 11：33～11：36 男子法形（中学） 11：33～11：36 女子法形（中学） 11：33～11：36

20 16 19 15
高校新人法形 11：38～11：41 高校級位法形 11：38～11：41 高校新人法形 11：38～11：41

5 1 4
高校男子法形 11：43～11：46 高校男子法形 11：43～11：46

20 19
【休憩】

12:30 男子実戦（小高） 12：30～12：33 高校女子法形 12：30～12：33 男子実戦（小高） 12：30～12：33 高校女子法形 12：30～12：33

20 11 19 10
男子実戦（中学） 12：35～12：38 女子実戦（小高） 12：35～12：38 男子実戦（中学） 12：35～12：38 女子実戦（小高） 12：35～12：38

17 9 16 8
高校男子実戦 12：40～12：43 女子実戦（中学） 12：40～12：43 高校男子実戦 12：40～12：43 女子実戦（中学） 12：40～12：43

20 11 19 10
展開競技 12：45～13：00 高校女子実戦 12：45～12：48 高校女子実戦 12：45～12：48

上位4チーム 10 9

団体実戦 13：05～13：20 団体実戦 13：05～13：20

10 9

13:30 【閉会式】

Ａコート Bコート Cコート Ｄコート
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団体 団体

中学 小高 中学 小高 中学 小高 小低 中学 小高 小低 実戦 法形

北海道

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

栃木県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京城東

東京城西

東京城南

東京城北

東京多摩

神奈川県

山梨県

富山県

新潟県

静岡東部

静岡西部

愛知県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県

広島県

徳島県

福岡県

沖縄県

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

＊１位・・・１０点  ２位・・・６点  ３位・・・３点  ４位・・・１点

同位の場合には、優勝→２位→３位→４位の順で多い方を上位とします。同位の場合には、優勝→２位→３位→４位の順で多い方を上位とします。

順位

第４０回全国少年少女躰道優勝大会　得点表＜総合＞

男子実戦 女子実戦 男子法形 女子法形
展開地区名 合計点
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＜大会結果・・・・ 第４０回全国少年少女躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位

総合

団体実戦競技

団体法形競技

団体展開競技

最優秀選手賞

優秀選手賞

男子個人実戦競技(中学生の部)

女子個人実戦競技(中学生の部)

男子個人法形競技(中学生の部)

男子個人実戦競技(小学校高学年の部)

女子個人実戦競技(小学校高学年の部)

男子個人法形競技(小学校高学年の部)

男子個人法形競技(小学校低学年の部)

女子個人法形競技(中学生の部)

女子個人法形競技(小学校高学年の部)

女子個人法形競技(小学校低学年の部)
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　上階4級以上　　競技時間1分30秒　　予選は延長なし

ｸﾞﾝｼﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ ﾔﾏｶﾜ　ﾏﾅﾄ

郡司　将太郎 山川　愛斗
ｲｶｶﾞﾜ　ﾀｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾔﾄ

五十川　大智 渡辺　颯斗
ﾂｼﾏ　ｹﾝｾｲ ｻﾄｳ　ｼﾞｭｷ

對馬　健星 佐藤　寿樹
ｲｼｶﾜ　ﾀｶﾄ ｲｼﾀﾞ　ﾃﾄﾗ

石川　天翔 石田 天彪
ｵﾅｶﾞ　ﾀｹｼ ﾋｼﾔ　ﾘｭｳｾｲ

翁長　武志 菱屋　龍成
ｻｻﾊﾗ　ｾﾞﾝｷ ｵﾉ　ﾀｲｷ

笹原　善輝 小野　大輝
ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾚｵﾅ ﾅﾘﾀ　ｺｳﾔ

宮川　怜碧那 成田　昊弥
ｶｾ　ｱｷﾄ ｻﾄｳ　ﾕｳﾏ

嘉瀬　哲翔 佐藤　優真
ｶﾓ　ｹﾞﾝﾀﾛｳ

加茂　元大朗
三決

【埼玉県】

13

11 9

4

2
14 15

17
8

第４位

16

優勝 第２位 第３位

【山梨県】 【宮城県】

【静岡東部】

【静岡西部】

3
【山形県】

男子個人実戦競技(中学生の部)  17人

【山梨県】 【静岡西部】

【新潟県】 【新潟県】

【青森県】 【埼玉県】

【千葉県】

【山形県】 【青森県】

【山梨県】

【宮城県】

6
5

1 12

10 7
決勝
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　　　中階4級以上　　競技時間1分30秒　　予選は延長なし

オカザキ　マヒロ イイムラ　コウタ

岡崎　真拓 飯村　厚太
オオツカ　ヒョウガ ナカジョウ　シュンタロウ

大塚　彪峨 仲條　峻太郎
サクライ　コウタ アワヤ　レオ

櫻井　晃太 淡谷　玲央
アカツ　チグサ イイダ　マアサ

赤津　千種 飯田　眞諒
ヤマモト　オウジロウ アダチ　ミキヤ

山本　大治朗 足立　樹哉
タケダ　シュウマ サワイ　ソウマ

武田　柊真 沢井　蒼真
カサイ　ハルキ ヤマザキ　ユキト

河西　陽希 山崎　夢樹斗
ヤマダ　ヒカル タカハシ　ヒデキ

山田　光流 高橋　秀伎
エノモト　コウキ ナカザワ　シンタ

榎本　耕己 中澤　心大
ミウラ　ユキト キノシタ　コウセイ

三浦　志斗 木下　　光惺

【宮城県】 【神奈川県】

【山形県】 【山形県】

【静岡西部】 【青森県】

8 11
1 3

13 15

【山梨県】 【千葉県】

【神奈川県】 【埼玉県】

【新潟県】 【静岡西部】

5
決勝

9

17 18
20

6 10

14 16

【和歌山県】 【新潟県】

【埼玉県】 【愛知県】

【千葉県】 【宮城県】

【青森県】 【山梨県】

2 4
7 12

男子個人実戦競技(小学校高学年の部)  20人

19

優勝 第２位 第３位 第４位

三決
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上階4級以上　　競技時間1分30秒　　予選は延長なし

ｱｵﾔｷﾞ　ﾏﾘｶ ｼﾝﾄﾞｳ　ﾚｲﾅ

青柳　鞠花 進藤　玲那
ｻﾄｳ　ﾅｵ ﾅｶｼﾞｼﾞｮｳ　ｶﾉﾝ

佐藤　なお 仲條　奏音
ﾋﾗｲ　ﾏｺ ｺﾑｶﾑ　ｱﾝｼﾞｭ　

平井　真鼓 コムカム　安寿
ｶｼﾞﾜﾗ　ﾐｵ ｱｷﾔﾏ　ﾕｶ

梶原　光桜 秋山　友香
ｼﾝ　ｱｵｲ ｻﾄｳ　ﾜｶﾅ

進　蒼 佐藤　和奏
ｿｺﾞｳ　ｲﾌﾞｷ

十河　衣芙季

8 9
11

3
2 7

5

女子個人実戦競技(中学生の部)  11人

10

三決

【埼玉県】 【静岡東部】

優勝 第２位 第３位 第４位

【宮城県】 【静岡西部】

【新潟県】 【山梨県】

【山形県】 【山形県】

【静岡西部】 【宮城県】

【神奈川県】

4 6
1

決勝
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　　　中階4級以上　　競技時間1分30秒　　予選は延長なし

ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾏﾎ ｺﾏﾂ　ﾕｳ

望月　真歩 小松　優
ﾏﾙﾔﾏ　ﾕｲ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁﾎﾘ

丸山　弓依 山本　千穂里
ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾐｽﾞｷ ﾊﾔｶﾜ　ｿﾖｶ

小野寺　瑞来 早川　颯香
ﾏｽﾀﾞ　ﾏｵ ｻｶﾀ　ﾕﾅ

増田　佳央 坂田　弓奈
ﾑﾛｲ　ﾊﾅ

室井　花奈
三決

女子個人実戦競技(小学校高学年の部)  9人

第２位 第３位 第４位

8

優勝

【静岡西部】 【宮城県】

【山形県】 【埼玉県】

【宮城県】 【千葉県】

4
3

決勝

1
6 7

9
5

【青森県】 【青森県】

【新潟県】
2
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上階以上　　1.2回戦　旋体・運体 3回戦以降体の法形から自由選択

ｻｻﾊﾗ　ｾﾞﾝｷ ｻﾄｳ　ﾕｳﾏ

笹原　善輝 佐藤　優真
ﾔﾏｶﾜ　ﾏﾅﾄ ﾆｼｶﾜ　ｾﾞﾝ

山川　愛斗 西川　然
ｲｼｵｶ　ｹｲﾄ ﾁﾊﾞ　ｱｷｻ

石岡　京登 千葉　輝渚
ｺﾔ　ﾀﾀﾞｾ ﾀｹﾔ　ｼｮｳﾏ

小屋　忠世 武谷　祥馬
ｻﾄｳ　ｼﾞｭｷ ｷﾑﾗ　ｼﾝｾｲ

佐藤　寿樹 木村　心星
ｶﾂﾔﾏ　ｹｲｽｹ ﾀｶﾊｼ　ｶｲ

勝山　敬介 高橋　快
ﾀﾅｶ　ﾊﾙｷ ﾏﾙﾔﾏ　ｿｳﾏ

田中　遥己 丸山　颯眞
ｾｲﾉ　ﾊﾙﾄ ﾐﾂｲ　ｶｲﾗ

清野　暖人 三井　海羅
ｶｾ　ｱｷﾄ ｶﾝﾍﾞ　ﾘｮｳｼﾞ

嘉瀬　哲翔 神邊　凌士
ｱｵﾔｷﾞ　ｾﾞﾛ ﾅｶﾞｵ　ﾏｻﾋﾃﾞ

青柳　是呂 長尾　政秀
三決

優勝 第２位 第３位 第４位

19

男子個人法形競技(中学生の部)  20人

【和歌山県】 【山形県】

【山形県】 【山梨県】

【新潟県】 【静岡西部】

【千葉県】 【宮城県】

6 10

14 16

2 4
7 12

【宮城県】 【静岡東部】

【静岡西部】 【和歌山県】

【青森県】 【宮城県】

8 11
1 3

13 15
【山梨県】 【埼玉県】

【埼玉県】 【青森県】

【静岡西部】 【新潟県】

5
決勝

9

17 18
20
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中階以上　1.2回戦　旋体・運体 3回戦以降旋体・運体・変体から自由選択

ソゴウ　トモハル マルイシ　タイセイ

十河　倫玄 丸石　大生
ワタナベ　ハルト イイムラ　コウタ

渡邊　温斗 飯村　厚太
タカハシ　ヒデキ フクシマ　チヒロ

高橋　秀伎 福島　知紘
サクライ　コウタ オリウチ　シドウ

櫻井　晃太 折内　志道
カクマ　リクウ サワイ　ソウマ

角間　陸右 沢井　蒼真
ナカヤマ　ゼン カトウ　ダイム

中山　膳 加藤　大夢
ミスミ　ユウノ クドウ　ソウタ

三角　侑生 工藤　蒼太
オカムラ　ケンヤ カミヤ　タイチ

岡村　健矢 神谷　泰地
クニミ　タイキ ツカナカ　トモキ

國見　泰輝 塚中　共輝
カジワラ　ヤマト ツシマ　リョウセイ

梶原　大和 對馬　諒星
ヤマダ　ヒカル ササキ　リュウノスケ

山田　光流 佐々木　颯之介

2 12
8

決勝

19 20
22

7 11
1 4

15 17
【静岡西部】 【千葉県】

【神奈川県】 【和歌山県】

【新潟県】 【神奈川県】

【愛知県】 【宮城県】

【埼玉県】 【山梨県】

【千葉県】 【静岡西部】

【青森県】 【新潟県】

【神奈川県】

【東京多摩】

【青森県】

【山形県】

【山形県】 【埼玉県】

【和歌山県】

【宮城県】

13
9 5

16 18

3 6
10 14

男子個人法形競技(小学校高学年の部)  22人

三決

21

優勝 第２位 第３位 第４位
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 初階以上　1.2回戦　旋体 3回戦以降旋体・運体から自由選択

ｵﾔﾏ　ｿｳﾀ ｻｶｷﾊﾞﾗ　ｹﾝﾀ

小山　蒼大 榊原　健太
ｲﾏｲ　ﾄﾓｱｷ ｺｲｽﾞﾐ　ﾕｳ

今井　智章 小泉　佑朗
ｻｶｲ　ｿｳｽｹ ｻｶｲ　ｼｮｳﾀ

酒井　草輔 酒井　彰大
ﾔﾏｸﾞﾁ　ｻｸﾔ ｵｵｻﾜ　ｼｮｳｴｲ

山口　朔矢 大沢　勝英
ﾀﾅｶ　ｲｸﾏ ｱｶﾂ　ｲｽﾞﾐ

田中　郁真 赤津　出海
ｶﾄｳ　ｿｳｼ ｲｼｶﾜ　ｼｭｳ

加藤　蒼士 石川　嵩翔
ﾔﾏｼﾀ　ｺｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ　ｲｵﾘ

山下　虎士朗 松本　伊織
ｼｵﾐ　ｿｳﾀ ﾅﾙﾐ　ﾀｸﾏ

塩見　聡太 鳴海　匠真
ﾅｶﾔﾏ　ﾀﾞﾝ ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾔﾄ

中山　弾 山本　隼人

優勝 第２位 第３位 第４位

男子個人法形競技(小学校低学年の部)  18人

三決

17

【埼玉県】

【千葉県】 【青森県】

【青森県】

4 14

12 2
10

5

【山形県】 【和歌山県】

【新潟県】 【山形県】

【山梨県】

3
15 16

18
9

【和歌山県】 【山梨県】

【東京多摩】

【宮城県】 【千葉県】

【静岡西部】 【新潟県】

【埼玉県】 【宮城県】

7
6

1 13

11 8
決勝

11



上階以上　1.2回戦　旋陰・運陰 3回戦以降陰の法形から自由選択

ｱｵﾔｷﾞ　ﾏﾘｶ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾕﾅ

青柳　鞠花 山﨑 夢雛
ｵﾉ　ｽｽﾞｶ ﾅｶｼﾞｮｳ　ｶﾉﾝ

小野　涼花 仲條　奏音
ｲﾏｲ　ｶﾅﾐ ｵｻﾞﾜ　ﾅﾂﾐ

今井　香奈実 小澤　奈都己
ｼﾝ　ｱｵｲ ﾋﾗｲ　ﾏｺ

進　蒼 平井　真鼓
ｶｼﾞﾜﾗ　ﾐｵ ｶﾄｳ　ｽｽﾞﾊ

梶原　光桜 加藤　鈴葉
ｳｴｻﾜ　ﾏｵ ｵｶﾀﾞ　ｶﾎ

上沢 真音 岡田　歌歩
ｻｻｷ　ﾎﾉｶ ｱﾂﾐ　ｹｲ

佐々木　萌乃椛 渥美　景
ｻﾄｳ　ﾜｶﾅ ｿｺﾞｳ　ｲﾌﾞｷ

佐藤　和奏 十河　衣芙季

優勝 第２位 第３位 第４位

女子個人法形競技(中学生の部)  16人

三決

15

【宮城県】 【新潟県】

【千葉県】 【山梨県】

【山梨県】 【宮城県】

【静岡東部】 【神奈川県】

13 14
16

3 7

10

【埼玉県】 【静岡西部】

12

4 8

【千葉県】

【山形県】 【山形県】

【静岡西部】 【埼玉県】

【新潟県】
1 5

9 11

2
決勝

6

12



中階以上　1.2回戦　旋陰・運陰 3回戦以降　旋陰・運陰・変陰から自由選択

ｺﾏﾂ　ﾕｳ ｻｶﾀ　ﾕﾅ

小松　優 坂田　弓奈
ｷｼﾞﾏ　ﾐﾁﾙ ｲｽﾞﾐ　ﾏﾔ

貴島　美知瑠 泉　真彩
ｺﾔ　ﾕｳﾘ ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾏﾎ

小屋　優里 望月　真歩
ﾌｸｼ　ﾋﾅﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾐｽﾞｷ

福士　日菜 小野寺　瑞来
ﾊﾔｶﾜ　ｿﾖｶ ﾎｿﾀﾞ　ﾕｲﾘ

早川　颯香 細田　侑衣里
ﾀﾅｶ　ｻﾎ ｺﾏﾂ　ﾏﾅ

田中　咲帆 小松　愛奈
ﾔﾏｸﾞﾁ　ｻｴ ﾏﾙﾔﾏ　ﾕｲ

山口　紗永 丸山　弓依
ﾂｶｺﾞｼ　ｶﾘﾝ ﾔﾏﾓﾄ　ﾁﾎﾘ

塚越　香凜 山本　千穂里
ﾀｶﾀﾞ　ｱﾔﾈ ﾌｸｲ　ﾕﾗ

髙田　絢音 福井　由桜
ﾑﾛｲ　ﾊﾅ

室井　花奈

女子個人法形競技(小学校高学年の部)  19人

三決

18

優勝 第２位 第３位 第４位

【宮城県】 【青森県】

【茨城県】 【新潟県】

【山梨県】 【静岡西部】

8
7

1 14

12 9

【和歌山県】 【宮城県】

【青森県】 【宮城県】

【千葉県】 【山梨県】

【山形県】【千葉県】

【埼玉県】 【埼玉県】

【山形県】 【千葉県】

【新潟県】

2
6

10

5 15

13 3
11

決勝

4
16 17

19

13



初階以上 　1.2回戦　旋陰 3回戦以降　旋陰・運陰から自由選択

ﾌｸｲ　ﾐｿﾗ ﾋﾗｲ　ﾏﾙ

福井　美空 平井　真琉
ｶﾂﾔﾏ　ﾋﾒﾅ ｻﾄｳ　ｺｺﾅ

勝山　姫那 佐藤　快
ﾑﾗｶﾐ　ｱﾏﾈ ｻｻﾊﾗ　ﾐﾗｲ

村上　海音 笹原　みらい
ｸﾄﾞｳ　ｱｵｲ ﾓｲﾃﾞ　ﾐｵ

工藤　葵 萌出　実央
ﾐｳﾗ　ﾁｻｷ ﾔﾏﾀﾞ　ﾐﾂｷ

三浦　知紗希 山田　光姫
ﾔﾏｻﾞｷ　ｺｺﾅ ﾎﾘｶﾜ　ﾙﾘｱ

山﨑　心菜 堀川　るりあ
ｱﾂﾐ　ﾘｵﾅ ｺﾞﾐ　ﾐﾊﾙ

渥美　里緒奈 五味　美陽
ﾎｼﾅ　ｿﾖ

保科　颯

12 13
15

3 7
11

9

1 5

8 10

2
決勝

6

女子個人法形競技(小学校低学年の部)  15人

三決

14

優勝 第２位 第３位 第４位

【宮城県】
4

【千葉県】 【静岡西部】

【静岡西部】 【山形県】

【広島県】

【埼玉県】

【山梨県】 【青森県】

【宮城県】

【山形県】 【千葉県】

【青森県】

【埼玉県】 【山梨県】

14



中階 4 級以上 （男子のみ　中学生 2 名・小学高学年 3 名）

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

9

青森県A

団体実戦競技  10チーム

宮城県A山梨県A

青森県B新潟県B
5

3
決勝

宮城県B

山梨県B

新潟県A

1
7 8

10
2

6
4

山形県A

山形県B

15



※競技順番は昨年の大会実績と実行委員会で抽選を行いました

10

11

山梨県A

和歌山県

決　　勝

No. 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

1

2

優勝 ２位 ３位

4

４位

3

2 宮城県B

3 新潟県B

4 千葉県B

5

6

7

8

9

山梨県B

宮城県A

新潟県A

千葉県A

山形県A

1 山形県B

団体法形競技  11チーム

予　　選

No. 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

　　　　初階以上　　1 チーム 5 名　　 体・陰から自由選択 

16



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No.

1

2

3

4 0.0

優勝 ２位 ３位 ４位

0.0

0.0

0.0

決　　勝

団体名 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 副審5 合計 タイム
時間
減点

場外
減点

得点 順位

新潟県A

山梨県

静岡県西部

山形県A

和歌山県

宮城県A

青森県

埼玉県

山形県B

宮城県B

新潟県B

団体展開競技  11チーム

予　　選

団体名 主審 副審1 副審2 副審3 副審4 副審5 合計 タイム
時間
減点

場外
減点

得点 順位

初階以上　　 1 チーム 6 名

17



＜大会結果・・・・ 第３７回全国高校生躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位

最優秀選手賞

優秀選手賞

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形

級位法形

新人法形

18



ササキ　ナオキ コンドウ　ユウセイ

佐々木　尚希 近藤　祐生

スギヤマ　ユウジロウ テラダ　コウタ

杉山　優二郎 寺田　孝汰

アベ　トシキ カンベ　シュウヘイ

安部　俊希 神邊　柊兵

ミウラ　リュウキ イシオカ　コウヤ

三浦　琉輝 石岡　昂哉

ミカミ　ヒロノリ オノ　シュウマ

三上　紘典 小野　柊真

オガワ　タケト ドイ　シュンプウ

小川　彪斗 土井　隼風

サトウ　ハヤト アオキ　トシキ

佐藤　颯人 青木　利樹

モチヅキ　マナト フナヤマ　ショウキ

望月　真翔 船山　翔貴

オノデラ　リュウショウ ワタナベ　ケイト

小野寺　龍将 渡辺　敬翔

チバ　ウリュウ イワハシ　ショウマ

千葉　海琉 岩橋　翔馬

高校生　男子個人実戦競技  20人

19

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

2級以上　胴プロテクターは全員着用厳守　　面プロテクターは級位は着用厳守・初段以上は
任意

予選：1分３０秒（延長なし）　　決勝：2分

【宮城県】 【静岡西部】

【新潟県】 【山梨県】

【山梨県】 【宮城県】

8 11

1 3

13 15

【宮城県】 【青森県】

9

【青森県】

【新潟県】

【宮城県】

【山形県】

【山梨県】 【宮城県】

【静岡西部】 【静岡西部】

【宮城県】 【宮城県】

【山梨県】

4

7 12

6 10

14 16

2

5
決勝

17 18
20

【山梨県】

19



ハセガワ　コトネ サトウ　マユ

長谷川　琴音 佐藤　真優

サトウ　アユ サトウ　サクヤ

佐藤　杏優 佐藤　沙玖夜

コマツ　アミ モチヅキ　マホ

小松　愛実 望月　麻帆

オノ　モエサ ムラカミ　ミズキ

小野　萌紗 村上　海月

ムラカミ　カイリ タカハシ　カノ

村上　海里 高橋　華野

2級以上　胴プロテクターは全員着用厳守　　面プロテクターは級位は着用厳守・初段以上は
任意

予選：1分３０秒（延長なし）　　決勝：2分

高校生　女子個人実戦競技  10人

9

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

【静岡西部】 【広島県】

【広島県】 【新潟県】

【静岡西部】 【山形県】

【山形県】 【静岡西部】

【宮城県】 【静岡西部】

5

3
決勝

1

7 8
10

2

6

4

20



2級以上 　・1.2回戦＝運体の法形 ・3回戦以降＝体から自由選択

チバ　ウリュウ ドイ　シュンプウ

千葉　海琉 土井　隼風

ミウラ　リュウキ アオキ　トシキ

三浦　琉輝 青木　利樹

オノ　シュウマ イシオカ　コウヤ

小野　柊真 石岡　昂哉

オガワ　タケト オノデラ　リュウショウ

小川　彪斗 小野寺　龍将

ミカミ　ヒロノリ フナヤマ　ショウキ

三上　紘典 船山　翔貴

ワタナベ　ケイト ササキ　ナオキ

渡辺　敬翔 佐々木　尚希

テラダ　コウタ アベ　トシキ

寺田　孝汰 安部　俊希

スギヤマ　ユウジロウ サトウ　ハヤト

杉山　優二郎 佐藤　颯人

コンドウ　ユウセイ モチヅキ　マナト

近藤　祐生 望月　真翔

カンベ　シュウヘイ イワハシ　ショウマ

神邊　柊兵 岩橋　翔馬

19

三決

高校生　男子個人法形競技  20人

【山梨県】

優勝 第２位 第３位 第４位

20

【宮城県】

【宮城県】 【山梨県】

【山形県】 【青森県】

【山梨県】 【宮城県】

【青森県】 【静岡西部】

8 11

1 3

13 15

5
決勝

9

【山梨県】

【宮城県】 【宮城県】

【山梨県】

【静岡西部】

【新潟県】 【宮城県】

【静岡西部】

【宮城県】 【新潟県】

4

6 10

14 16

2

7 12

17 18

21



2級以上 　・1.2回戦＝運陰の法形 ・3回戦以降＝陰から自由選択

タカハシ　カノ サトウ　マユ

高橋　華野 佐藤　真優

サトウ　アユ オノ　モエサ

佐藤　杏優 小野　萌紗

ハセガワ　コトネ コマツ　アミ

長谷川　琴音 小松　愛実

ムラカミ　ミズキ サトウ　サクヤ

村上　海月 佐藤　沙玖夜

ミナモト　セアラ ムラカミ　カイリ

源　晴新 村上　海里

モチヅキ　マホ

望月　麻帆

3

2 7

5

4 6

1
決勝

8 9
11

高校生　女子個人法形競技  11人

三決

10

優勝 第２位 第３位 第４位

【新潟県】 【山形県】

【山形県】 【静岡西部】

【静岡西部】 【宮城県】

【静岡西部】

【広島県】 【静岡西部】

【和歌山県】 【広島県】

22



クロダ　モエ オザワ　ユウヤ

黒田　萌永 小澤　侑也

3．4級　　旋・運・変の法形から選択

【和歌山県】 【埼玉県】

優勝 第２位 第３位 第４位

決勝

1

高校生　級位個人法形競技  2人

23



シゲモリ　ミサト フジワラ　シンノスケ

重森　美里 藤原　紳乃介

アサカワ　シュンスケ イトウ　リン

麻川　俊輔 伊藤　凜

コシミズ　カケル

輿水　翔

決勝

3 2
5

1

高校生　新人法形競技  5人

4

優勝 第２位 第３位 第４位

5．6級　無級　　旋体（陰）・運体（陰）の法形から選択

【千葉県】 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

【山梨県】
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