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＜大会結果・・・・ 第28回 全国社会人躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位
かねこ　ともかず ささき　ひであき あぶらい　あきら ほりごめ　りょうた

金子　智一 佐々木　秀彰 油井　陽 堀米　遼太
東村山道場 株式会社　日立産機システム ニュートリー株式会社 きくち整形外科

やまぎわ　まほ うえだ　みきこ ひらやま　あいこ いなみ　あきこ
山際　真穂 植田　美輝子 平山　愛子 稲見　安希子

すみだ北斎美術館 亀田総合病院 愛知医科大学 株式会社日比谷アメニス
うえはら　ひろゆき なぐら　たかひろ さいとう　けんた さかもと　くにひこ

上原　弘之 名倉　崇広 齋藤　健太 坂本　邦彦
清水建設株式会社 株式会社マイナビ 東京大学大学院 湯澤整形外科リハビリクリニック

いなみ　あきこ せとう　ゆき いいだ　さくらこ うえだ　えりこ
稲見　安希子 瀬藤　有希 飯田　桜子 植田　恵理子

株式会社日比谷アメニス アクタス税理士法人 代々木の森耳鼻咽喉科 ㈱セキ薬品
おおはし　ゆきえ ながなわ　ゆうた やまぐち　ちづる おだ　けいすけ

大橋　友紀恵 長縄　裕太 山口　千鶴 小田　圭介
合同会社ＯＣＥＡＮ 東京海上ビジネスサポート (株)大学通信 日本アドバンステクノロジー

まちだ　けいん ほしの　なおこ かざおか　しの どしだ　あい
町田　啓允 星野　菜穂子 風岡　史乃 土志田　愛

ＭＡＶＥＲＩＣＫ　ＤＣ　ＧＲＯＵＰ コラロ新百合ヶ丘 清武会 学校法人北里研究所
ほしの　なおこ えのもと　いたる かざおか　しの たにぐち　よしなお
星野　菜穂子 榎本　至 風岡　史乃 谷口　嘉直

コラロ新百合ヶ丘 防衛省共済組合 清武会 (株)JALUX
どい　みつじ しまみや　みつる あらい　かずみ こばやし　まゆ
土井　光司 島宮　満 荒井　和美 小林　真由

㈲高橋製作所 株式会社 島宮 国際こども•福祉カレッジ 正統館
かねこ　ともかず ほりごめ　りょうた あぶらい　あきら おおすみ　たくひろ

金子　智一 堀米　遼太 油井　陽 大角　卓寛
東村山道場 きくち整形外科 ニュートリー株式会社 大洋機械株式会社

しまみや　みつる どい　みつじ にのみや　けん なかたに　やすし
島宮　満 土井　光司 二ノ宮　健 中谷　靖

株式会社 島宮 ㈲高橋製作所 株式会社　カインズ 泉倉作業

団体実戦（男子） 創玄会 北里舞踏団 横浜道場withO 富士市躰協

団体実戦（女子） 祝☆市原家応援隊 チーム縁〜ENISHI〜 関東婦人会 横浜道場 with M

団体法形 創玄会 正統館 east village mountain 練武館　こいやおめって！

最高師範杯 土井　光司 ㈲高橋製作所
殊勲賞 金子　智一 東村山道場
敢闘賞 稲見　安希子 株式会社日比谷アメニス

技能賞 上原　弘之 清水建設株式会社

命法形（有段者）

個人法形　制の法形

壮年実戦

個人法形　新人

個人法形　級位

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形

命法形（新人・級位）



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
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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

東村山道場 株式会社　日立産機システム ニュートリー株式会社 きくち整形外科

かねこ　ともかず ささき　ひであき あぶらい　あきら ほりごめ　りょうた

金子　智一 佐々木　秀彰 油井　陽 堀米　遼太

優勝 第２位 第３位 第４位

きくち整形外科
油井　陽

あぶらい　あきら ほりごめ　りょうた

堀米　遼太54
ニュートリー株式会社

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 3 3 さいとう　けんた

名倉　崇広 3 齋藤　健太
なかもと　あつし 0 3 すがき　しげまさ

中本　淳史 3 0 菅城　成昌
かわい　けんじ 0 はっとり　けんご

川井　健司 3 3 服部　賢吾
なかさ　みなみ 2 0 たい　てるあき

仲佐　南 0 30 泰　輝明
もりた　たろう 0 2 しみず　ひでのり

森田　太郎 1 2 3 清水　秀典
きじま　ひろふみ 3 ふくだ　ふみき

貴島　啓文 0 1 福田　史来
おぜき　たかのぶ 0 1 じぇいそん あれきさんだー　まいやー

小関　宗伸 0 ジェイソン アレキサンダー マイヤー

せきね　たけし 0 0 0 わたなべ　ゆうすけ

関根　猛 2 渡邊　裕介
たんの　きみお 3 0 3 2 さかもと　たくみ

丹野　喜美男 3 2 坂本　巧
さきま　たいし えんどう　けいた

先間　泰史 2 0 1 遠藤　啓太
つかなか　ただのり 0 あざみ　ゆうき

塚中　正法 0 浅見　優樹
すずき　ふみたか 0 1 あだち　たくや

鈴木　史孝 31 3 足立　拓弥
ながい　けんたろう 1 3 3 ふるた　かずゆき

永井　健太郎 3 0 古田　一行
はなおか　たくみ 0 1 やまもと　たかし

花岡　拓海 1 0 山本　高史
おおやま　じゅんぺい 3 0 かまだ　あきら

大山　純平 3 0 鎌田　亮
おくむら　もとし 3 3 しんじょう　よしまさ

奥村　元 0 3 3 新城　義将
しおや　ゆうた うえはら　ひろゆき

塩谷　優太 0 2 3 上原　弘之
さかもと　くにひこ

坂本　邦彦 3

0 3

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

湯澤整形外科リハビリクリニック

優勝 第２位 第３位 第４位
うえはら　ひろゆき なぐら　たかひろ さいとう　けんた さかもと　くにひこ

清水建設株式会社 株式会社マイナビ 東京大学大学院
上原　弘之 名倉　崇広 齋藤　健太 坂本　邦彦

三決
さかもと　くにひこ

湯澤整形外科リハビリクリニック
さいとう　けんた

東京大学大学院
坂本　邦彦 34 齋藤　健太

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

ひらやま　あいこ
愛知医科大学

稲見　安希子 17 平山　愛子

2
10

6

山際　真穂 植田　美輝子 平山　愛子 稲見　安希子
すみだ北斎美術館 亀田総合病院 愛知医科大学 株式会社日比谷アメニス

優勝 第２位 第３位 第４位
やまぎわ　まほ うえだ　みきこ ひらやま　あいこ いなみ　あきこ

三決

いなみ　あきこ
株式会社日比谷アメニス



せとう　ゆき 2 2 いいだ　さくらこ

瀬藤　有希 3 飯田　桜子
たかぎ　きょうこ 1 2 やまぎわ　まほ

髙木　京子 0 1 山際　真穂
あらい　すみれ 1 0 もとき　りさ

荒井　すみれ 2 3 元木　理沙
いいだ　あや 0 0 もちづき　あんな

飯田　あや 3 望月　杏奈
しみず　よしえ 1 0 3 0 おかむら　ともか

清水　佳江 3 0 岡村　朋香
うえだ　えりこ 3 いのうえ　ふみか

植田　恵理子 2 3 井上　文香
つかなか　ひさよ 3 0 しのはら　みゆき

塚中　久代 0 0 篠原　美由紀
いがらし　みなみ 0 0 なかむら　はるか

五十嵐　美南 1 3 3 中村　遥
いその　はるか いなみ　あきこ

磯野　遥 3 1 3 稲見　安希子
ひらやま　あいこ

平山　愛子 2

1 2

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

うえだ　えりこ
㈱セキ薬品

いいだ　さくらこ
代々木の森耳鼻咽喉科

植田　恵理子 18 飯田　桜子

稲見　安希子 瀬藤　有希 飯田　桜子 植田　恵理子
株式会社日比谷アメニス アクタス税理士法人 代々木の森耳鼻咽喉科 ㈱セキ薬品

優勝 第２位 第３位 第４位
いなみ　あきこ せとう　ゆき いいだ　さくらこ うえだ　えりこ

まちだ　けいん 3 0 えのもと　いたる

町田　啓允 3 榎本　至
なるしま　ふみこ 1 3 ほしの　なおこ

成島　富美子 3 星野　菜穂子
にしだ　さちよ 0 3 0 どしだ　あい

西田 幸代 2 2 土志田　愛
ふじわら　まさつぐ 1 いとう　しずお

藤原　政嗣 0 伊藤　静男
かざおか　しの 0 こんどう　みづき

風岡　史乃 2 1 近藤　みづき

3 0

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

土志田　愛

三決

かざおか　しの
清武会

どしだ　あい
学校法人北里研究所

風岡　史乃 9

土志田　愛
ＭＡＶＥＲＩＣＫ　ＤＣ　ＧＲＯＵＰ コラロ新百合ヶ丘 清武会 学校法人北里研究所

町田　啓允 星野　菜穂子 風岡　史乃

優勝 第２位 第３位 第４位
まちだ　けいん ほしの　なおこ かざおか　しの どしだ　あい



どい　みつじ 3 3 しまみや　みつる

土井　光司 3 島宮　満
いがらし　のぼる 2 3 きたはら　こちづ

五十嵐　昇 3 0 北原　こちづ
わたなべ　まりこ 0 おくたに　まみ

渡辺　万理子 1 奥谷　真美
やまだ　よしもと 0 3 0 0 たかやなぎ　のりこ

山田　嘉基 0 高柳　紀子
きたはら　きよし 2 きむら　ひでのり

北原　喜代志 3 0 木村　英憲
すぎむら　かずゆき 0 0 ごとう　ともみ

杉村　和之 0 1 後藤　有美
あらい　かずみ 3 こばやし　まゆ

荒井　和美 3 3 小林　真由

2 1

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

あらい　かずみ
国際こども•福祉カレッジ

こばやし　まゆ
正統館

荒井　和美 13 小林　真由

土井　光司 島宮　満 荒井　和美 小林　真由
㈲高橋製作所 株式会社 島宮 国際こども•福祉カレッジ 正統館

優勝 第２位 第３位 第４位
どい　みつじ しまみや　みつる あらい　かずみ こばやし　まゆ

かざおか　しの 0 0 たにぐち　よしなお

風岡　史乃 3 0 谷口　嘉直
ほしの　なおこ 3 えのもと　いたる

星野　菜穂子 3 榎本　至
さかい　ひろえ 3

酒井　博恵 0

3 0

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

かざおか　しの
清武会

たにぐち　よしなお
(株)JALUX

風岡　史乃 4 谷口　嘉直

優勝 第２位 第３位

コラロ新百合ヶ丘 防衛省共済組合 清武会 (株)JALUX

ほしの　なおこ えのもと　いたる かざおか　しの たにぐち　よしなお

星野　菜穂子 榎本　至 風岡　史乃 谷口　嘉直



おおはし　ゆきえ 3 1 ひらた　こずえ

大橋　友紀恵 0 平田　梢
まいける 1 3 0 おだ　けいすけ

マイケル　アンガーライダー 2 小田　圭介
やまぐち　ちづる 0 ながなわ　ゆうた

山口　千鶴 2 3 長縄　裕太

3 0

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

やまぐち　ちづる
(株)大学通信

おだ　けいすけ
日本アドバンステクノロジー

山口　千鶴 5 小田　圭介

合同会社ＯＣＥＡＮ 東京海上ビジネスサポート (株)大学通信 日本アドバンステクノロジー

優勝 第２位 第３位 第４位
おおはし　ゆきえ ながなわ　ゆうた やまぐち　ちづる おだ　けいすけ

大橋　友紀恵 長縄　裕太 山口　千鶴 小田　圭介

かねこ　ともかず 3 3 あぶらい　あきら

金子　智一 油井　陽
さくらおか　やすし 1 3 2 はなおか　たくみ

櫻岡　育 花岡　拓海
わたなべ　まりこ 0 0 ながい　せいいちろう

渡辺　万理子 2 3 0 永井　誠一郎
こばやし　じゅん 0 0 もり　だいじ

小林　潤 1 0 森　大治
かとう　じゅん あらい　かずみ

加藤　潤 3 3 荒井　和美
ほんだ　たくま 3 0 1 おおた　ひろし

本田　拓馬 太田　寛
もちづき　しんすけ 2 3 おぜき　たかのぶ

望月　進介 0 2 1 26 小関　宗伸
すぎむら　かずゆき 0 2 みなと　こうじ

杉村　和之 2 3 湊　宏司
たかさき　けんいち うべ　まさひろ

高崎　健一 3 1 1 1 宇部　真広
にのみや　けん 1 3 おおはし　まさよし

二ノ宮　健 大橋　正芳
たかやなぎ　のりこ 1 0 だいくはら　やすし

高柳　紀子 2 0 大工原　泰志
おおすみ　たくひろ 3 0 3 2 なかむら　たかゆき

大角　卓寛 2 0 中村　崇之
なかたに　やすし さとう　まこと

中谷　靖 0 2 2 1 佐藤　誠
すずき　ともゆき ほりごめ　りょうた

鈴木　智行 1 3 堀米　遼太

0 3

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

大角　卓寛 27 油井　陽

三決

おおすみ　たくひろ
大洋機械株式会社

あぶらい　あきら
ニュートリー株式会社

大角　卓寛
東村山道場 きくち整形外科 ニュートリー株式会社 大洋機械株式会社
金子　智一 堀米　遼太 油井　陽

優勝 第２位 第３位 第４位
かねこ　ともかず ほりごめ　りょうた あぶらい　あきら おおすみ　たくひろ



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
富士市躰協

虞　嶔崟
小林　潤

福田　史来
小松　慎太郎

林　元
川井　健司
朴　將文

大山　純平
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

創玄会 北里舞踏団 横浜道場withO 富士市躰協

横浜道場withO

服部　賢吾 関根　猛 奥村　元
小関　宗伸 仲佐　南 浅見　優樹

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
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 瀬藤　有希 山際　真穂

三決

関東婦人会 横浜道場 with M
3

塚中　久代 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

祝☆市原家応援隊 チーム縁〜ENISHI〜 関東婦人会 横浜道場 with M

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

にのみや　けん
株式会社　カインズ

なかたに　やすし
泉倉作業

二ノ宮　健 9 中谷　靖

株式会社 島宮 ㈲高橋製作所 株式会社　カインズ 泉倉作業

優勝 第２位 第３位 第４位
しまみや　みつる どい　みつじ にのみや　けん なかたに　やすし

島宮　満 土井　光司 二ノ宮　健 中谷　靖

1 練武館　こいやおめって！ 7.7 6.9 6.6

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

4

3

21.2

27.6 23.0

24.1 1

8.0 6.8 7.1 21.9

2 正統館 8.2 7.2

7.83 創玄会 8.8 7.5

4 east village mountain

練武館　こいやおめって！

優勝

創玄会

２位

正統館

３位

east village mountain

４位


