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＜大会結果・・・・ 第４２回全国少年少女躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位
きのした　こうせい やまだ　ひかる かくま りくう ののはら　しゅんすけ

木下　光惺 山田　光流 角間　 陸右 野々原　隼輔
【山梨県】 【埼玉県】 【千葉県】 【新潟県】

きたい　たかし ふるや　こう さかい　そうすけ なるみ たくま
北井　天 古屋　孔 酒井　草輔 鳴海 匠真

【東京城東】 【山梨県】 【埼玉県】 【青森県】
むろい　はな ほそだ　ゆいり つかごし　かりん やまもと　ちほり
室井　花奈 細田　侑衣里 塚越　香凜 山本　千穂里
【新潟県】 【山梨県】 【埼玉県】 【埼玉県】

かつやま　ひめな わたなべ　ことみ やまだ　みつき やまざき　ここな
勝山　姫那 渡邊　琴未 山田　光姫 山﨑　心菜
【静岡西部】 【東京多摩】 【埼玉県】 【山梨県】

やまだ　ひかる かみや　たいち きのした　こうせい おりうち しどう
山田　光流 神谷　泰地 木下　光惺 折内 志道
【埼玉県】 【埼玉県】 【山梨県】 【千葉県】

あきば はるよし さかきばら けんた まつもと　いおり かとう　そうし
穐葉 遥良 榊原 健太 松本　伊織 加藤　蒼士
【千葉県】 【千葉県】 【東京多摩】 【新潟県】

いいの　あいご ほんま　はるや むらた　やまと なかの　たいよう
飯野　愛悟 本間　晴也 村田　大和 中野　太陽
【埼玉県】 【埼玉県】 【東京城東】 【千葉県】
ふくい ゆら むろい　はな やまぐち さえ やまもと　ちほり
福井 由桜 室井　花奈 山口 紗永 山本　千穂里
【千葉県】 【新潟県】 【千葉県】 【埼玉県】

ふくい みそら やまだ　みつき もりの　ひまり なかむら　じゅり
福井 美空 山田　光姫 森野　日葵 中村　珠梨
【千葉県】 【埼玉県】 【山梨県】 【東京城東】

かとう　たまね もんた　かのん まつもと　あんな みやもと　ちか
加藤　珠韻 門田　和音 松本　あんな 宮本　知花
【新潟県】 【山梨県】 【山形県】 【埼玉県】

団体実戦競技 山梨県A 山梨県B 新潟県 東京多摩地区

団体法形競技 千葉県A 山梨県A 山梨県B 新潟県

団体展開競技 山梨県 埼玉県A 新潟県B 埼玉県B

やまだ　ひかる
山田　光流
【埼玉県】

きのした　こうせい
木下　光惺
【山梨県】

きたい　たかし
北井　天

【東京城東】

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)



　上階4級以上　　競技時間1分　　予選は延長なし

きのした　こうせい かくま りくう

木下　光惺 角間　 陸右
おなが　げんき みつい　こうだい

翁長　彦綺 三井　煌大
やまざき ゆきと あきやま　やまと

山﨑 夢樹斗 秋山　大和
たかはし　ひでき たけだ　しゅうま

高橋　秀伎 武田　柊真
ののはら　しゅんすけ やまだ　ひかる

野々原　隼輔 山田　光流

【新潟県】

きのした　こうせい やまだ　ひかる かくま りくう ののはら　しゅんすけ

木下　光惺 山田　光流 角間　 陸右 野々原　隼輔
【山梨県】 【埼玉県】 【千葉県】

優勝 第２位 第３位

三決

野々原　隼輔 9

ののはら　しゅんすけ
【新潟県】

かくま りくう

角間　 陸右

第４位

【千葉県】

男子個人実戦競技(中学生の部)  10人

【山梨県】 【千葉県】

【埼玉県】 【山梨県】
4

5
決勝

【千葉県】 【静岡西部】

【愛知県】 【新潟県】

【埼玉県】【新潟県】

1
7 8

10
2

6
3

　　　中階4級以上　　競技時間1分　　予選は延長なし

さかい　そうすけ ふるや　こう

酒井　草輔 古屋　孔
はなわ　りんたろう かわかみ　りおん

塙　凜太郎 川上　璃恩
あけぼし　ただのぶ むらた　たいが

明星　匡信 村田　大河
きたい　たかし なるみ たくま

北井　天 鳴海 匠真
やました　こじろう さかい　なる

山下　虎士朗 酒井　成
きじま　じゅんた ほんだ　ぜん

貴島　準多 本田　善
まつもと　いおり

松本　伊織
三決

【埼玉県】
なるみ たくま

【青森県】
酒井　草輔

【東京城東】 【山梨県】 【埼玉県】 【青森県】
北井　天 古屋　孔 酒井　草輔 鳴海 匠真

さかい　そうすけ

男子個人実戦競技(小学校高学年の部)  13人

きたい　たかし ふるや　こう さかい　そうすけ なるみ たくま

12 鳴海 匠真

優勝 第２位 第３位 第４位

【東京城東】 【青森県】

【東京多摩】

【山梨県】 【東京多摩】

【茨城県】 【新潟県】

2 5
9

7

3

【埼玉県】 【山梨県】

【栃木県】 【茨城県】

【新潟県】 【東京城東】

6 8
1

決勝
4

10 11
13



上階4級以上　　競技時間1分　　予選は延長なし

きじま　みちる やまもと　ちほり

貴島　美知瑠 山本　千穂里
ほそだ　ゆいり かわぐち　あやね

細田　侑衣里 川口　彩寧
つかごし　かりん むろい　はな

塚越　香凜 室井　花奈
いなば　もね

稲葉　百音

女子個人実戦競技(中学生の部)  7人

【埼玉県】
塚越　香凜 6 山本　千穂里

三決
つかごし　かりん

【埼玉県】
やまもと　ちほり

【新潟県】 【山梨県】 【埼玉県】 【埼玉県】
室井　花奈 細田　侑衣里 塚越　香凜

優勝 第２位 第３位 第４位
むろい　はな ほそだ　ゆいり つかごし　かりん やまもと　ちほり

山本　千穂里

【茨城県】 【埼玉県】

【山梨県】 【茨城県】

【埼玉県】 【新潟県】

1
決勝

3

5 4
7

2【新潟県】

　　　中階4級以上　　競技時間1分　予選は延長なし

やまだ　みつき かつやま　ひめな

山田　光姫 勝山　姫那
ふじおか　りお やまざき　ここな

藤岡　莉央 山﨑　心菜
わたなべ　ことみ

渡邊　琴未
三決

女子個人実戦競技(小学校高学年の部)  5人

第２位 第３位 第４位

やまだ　みつき
【埼玉県】

やまざき　ここな
【山梨県】

【静岡西部】 【東京多摩】 【埼玉県】 【山梨県】

山田　光姫

勝山　姫那 渡邊　琴未 山田　光姫 山﨑　心菜
かつやま　ひめな わたなべ　ことみ やまだ　みつき やまざき　ここな

4 山﨑　心菜

優勝

【埼玉県】 【静岡西部】

【山梨県】 【山梨県】

【東京多摩】

5

決勝

3 2

1

中階 4 級以上 （男子のみ　中学生 2 名・小学高学年 3 名）競技時間1分　　

優勝 第２位 第３位 第４位

山梨県A 山梨県B 新潟県 東京多摩地区

東京多摩地区

三決

3
新潟県

団体実戦競技  4チーム

新潟県山梨県A

山梨県B東京多摩地区

決勝

1 2
4



上階5級以上　　1.2回戦　旋体・運体・変体 3回戦以降体の法形から自由選択

きのした　こうせい 3 かとう　たいむ

木下　光惺 0 加藤　大夢
あきやま　やまと 2 1 0 おりうち しどう

秋山　大和 折内 志道
ほしの　まこと 0 3 しみず　じょうすけ

星野　允 1 0 3 清水　城佑
かみや　たいち 3 0 たかはし　ひでき

神谷　泰地 3 高橋　秀伎
あべ　れんたろう 3 やまだ　ひかる

阿部　廉太郎 0 2 山田　光流
かくま りくう 3

角間　 陸右 0

2 1

【埼玉県】 【埼玉県】 【山梨県】 【千葉県】

優勝 第２位 第３位 第４位
やまだ　ひかる かみや　たいち きのした　こうせい おりうち しどう

山田　光流 神谷　泰地 木下　光惺 折内 志道

男子個人法形競技(中学生の部)  11人

三決
きのした　こうせい

【山梨県】
おりうち しどう

【千葉県】
木下　光惺 10 折内 志道

【山梨県】 【新潟県】

【静岡西部】 【千葉県】

【神奈川県】 【山梨県】

【新潟県】 【埼玉県】

【千葉県】

【埼玉県】 【愛知県】3
2 7

5

4 6
1

決勝

8 9
11

上階5級以上　1.2回戦　旋陰・運陰・変陰 3回戦以降陰の法形から自由選択

むろい　はな 3 3 ふくい ゆら

室井　花奈 3 福井 由桜
おおの　ゆうき 0 3 きじま　みちる

大野　優樹 貴島　美知瑠
つかごし　かりん 0 0 3 1 いたばし　なづき

塚越　香凜 3 板橋　雫月
やまぐち さえ 0 やまもと　ちほり

山口 紗永 山本　千穂里
かわぐち　あやね 0

川口　彩寧

2 1

山本　千穂里

【千葉県】 【新潟県】 【千葉県】 【埼玉県】

優勝 第２位 第３位 第４位
ふくい ゆら むろい　はな やまぐち さえ やまもと　ちほり

女子個人法形競技(中学生の部)  9人

福井 由桜 室井　花奈 山口 紗永 山本　千穂里

三決
やまぐち さえ

【千葉県】
やまもと　ちほり

【埼玉県】
山口 紗永 8

【千葉県】 【埼玉県】

【茨城県】
2

【千葉県】

【東京多摩】 【茨城県】

【埼玉県】 【新潟県】

【新潟県】
3

5
決勝

1
7 6

9
4



中階5級以上　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

さかきばら けんた 3 1 かわかみ　りおん

榊原 健太 3 0 川上　璃恩
むらた　たいが いわや　けんせい

村田　大河 0 3 2 2 岩屋　賢世
おじま　こうたろう 2 あきば はるよし

小島　光太郎 穐葉 遥良
なるみ たくま 0 3 くろはら　ひろと

鳴海 匠真 0 3 1 黒原　大翔
そうま　くおん 3 0 しみず　はるちか

相馬　久遠 0 1 清水　遙規
やまもと　はやと きたい　たかし

山本　隼人 0 3 北井　天
さとう　りんたろう 0 0 1 0 はなわ　りんたろう

佐藤　凜太郎 塙　凜太郎
まつもと　いおり 3 2 かとう　そうし

松本　伊織 3 3 加藤　蒼士

3 0

【千葉県】 【千葉県】 【東京多摩】 【新潟県】

優勝 第２位 第３位 第４位
あきば はるよし さかきばら けんた まつもと　いおり かとう　そうし

男子個人法形競技(小学校高学年の部)  16人

穐葉 遥良 榊原 健太 松本　伊織 加藤　蒼士

三決
まつもと　いおり

【東京多摩】
かとう　そうし

【新潟県】
松本　伊織 15 加藤　蒼士

4

13 14
16

3 7

【千葉県】 【茨城県】

【東京城東】 【東京多摩】

【茨城県】 【千葉県】

【新潟県】 【山梨県】

【埼玉県】 【東京城東】

【神奈川県】

5

9

2
決勝

6

12

8

10

11

1

【青森県】 【埼玉県】

【栃木県】

【東京多摩】 【新潟県】

中階5級以上　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

ふくい みそら 3 0 かつやま　ひめな

福井 美空 勝山　姫那
ふくい　あかり 2 0 3 なかむら　じゅり

福井　灯里 中村　珠梨
かわぐち　いろは 0 3 まつもと　はな

川口　彩遥 3 0 0 松本　花奈
もりの　ひまり 3 0 ましこ　さほ

森野　日葵 2 1 増子　紗保
つまき　ゆは もいで　みお

妻木　優絆 0 3 3 萌出　実央
かみや　ゆずき 3 1 やまだ　みつき

神谷　柚希 2 山田　光姫
いわはし　いと 1

岩橋　絃 0

3 0

女子個人法形競技(小学校高学年の部)  13人

福井 美空 山田　光姫 森野　日葵 中村　珠梨

三決
もりの　ひまり

【山梨県】
なかむら　じゅり

【東京城東】
森野　日葵 12 中村　珠梨

【千葉県】 【埼玉県】 【山梨県】 【東京城東】

優勝 第２位 第３位 第４位
ふくい みそら やまだ　みつき もりの　ひまり なかむら　じゅり

【千葉県】 【静岡西部】

【東京多摩】 【東京城東】

【茨城県】 【東京多摩】

6
1

8
決勝

4

11
13

5
9

【埼玉県】 【埼玉県】

【山梨県】 【神奈川県】

【東京城東】 【千葉県】
2

7

3

10

【新潟県】



 初階5級以上　1.2回戦　旋体 3回戦以降旋体・運体から自由選択

ほんま　はるや 3 3 なかの　たいよう

本間　晴也 0 中野　太陽
ふなき　のあ 3 2 こいずみ　りょうた

舩木　望有 0 小泉　亮太
かくま　しゅんだい 0 0 3 0 きょう　みずき

角間　舜内 0 3 喬　瑞稀
むらた　やまと 3 いいの　あいご

村田　大和 3 3 飯野　愛悟
まつもと　たくま 1 きのした　りょうが

松本　拓衞 0 0 木下　椋翔

3 0

【埼玉県】 【埼玉県】 【東京城東】 【千葉県】

優勝 第２位 第３位 第４位
いいの　あいご ほんま　はるや むらた　やまと なかの　たいよう

男子個人法形競技(小学校低学年の部)  10人

飯野　愛悟 本間　晴也 村田　大和 中野　太陽

三決

むらた　やまと
【東京城東】

なかの　たいよう
【千葉県】

村田　大和 9 中野　太陽

【埼玉県】 【千葉県】

【山梨県】 【東京多摩】

【千葉県】 【東京城東】
1

4
5

決勝

2
6

3
【東京多摩】

【東京城東】 【埼玉県】

【山梨県】

7 8
10

初階5級以上 　1.2回戦　旋陰 3回戦以降　旋陰・運陰から自由選択

みやもと　ちか 3 まつもと　あんな

宮本　知花 松本　あんな
わたなべ　はるか 0 1 0 すずき　ゆめか

渡辺　陽香 鈴木　夢華
みやもと　はなの 0 こばやし　なお

宮本　花乃 3 0 3 2 小林　奈央
もんた　かのん 3 0 おおもと　みゆ

門田　和音 3 大本　美結
おおもと　ふうか 3 1 かとう　たまね

大本　楓花 0 2 加藤　珠韻
あきば　さいか 3

穐葉　沙衣花 0

1 2

女子個人法形競技(小学校低学年の部)  11人

三決

みやもと　ちか
【埼玉県】

まつもと　あんな
【山形県】

宮本　知花 10 松本　あんな

【新潟県】 【山梨県】 【山形県】 【埼玉県】

優勝 第２位 第３位 第４位
かとう　たまね もんた　かのん まつもと　あんな みやもと　ちか

加藤　珠韻 門田　和音 松本　あんな 宮本　知花

【新潟県】

【千葉県】

【埼玉県】

【山梨県】 【岡山県】

【岡山県】

【埼玉県】 【山形県】

【新潟県】 【東京城東】

【東京城東】

4 6
1

決勝

8 9
11

3
2 7

5



※競技順番は一昨年の大会実績と実行委員会で抽選を行いました

8.0 8.2 7.59

10 千葉県A 8.4 8.6 7.9 24.9 1

16.4

22.4

23.0

23.7

5.7 6.9 5.8 -2.0

7.4 8.1 6.9

7.7 8.0 7.3

21.4 2

決　　勝

No. 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

19.9 3

6.0 18.3 4

6.31 山梨県B 6.9 6.7

2

新潟県

優勝

千葉県A

２位

山梨県A

３位

山梨県B

7.5 22.8 14 千葉県A 7.4 7.9

４位

新潟県 6.2 6.1

3 山梨県A 7.1 7.4 6.9

16.4東京城東地区A

2 東京城東地区B 5.1 6.1

5.63 埼玉県B 6.5 6.4

東京多摩地区A

埼玉県A

新潟県

山梨県A

4 山梨県B 7.3

7

5

3

2

8

6

7

8

7.8 7.4 22.5

5 5.5 5.6 5.3

1 東京多摩地区B 5.0 5.1 5.2 10

4

15.3

95.0 16.2

18.5 6

団体法形競技  10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５級以上　　1 チーム 5 名　　男女混合可　体・陰から自由選択



No.

1

2

3

4

5 1山梨県 16.6 7.2 7.1 8.1 7.2 7.9 54.1 26.58 0.0 54.1

山梨県 埼玉県A 新潟県B 埼玉県B

優勝 ２位 ３位 ４位

新潟県A

5.9 7.0 49.8

48.4 3

埼玉県A 15.0 7.4 6.9 7.6 49.8 227.51 0.0

埼玉県B 13.1 5.5 5.8 6.2 42.4 4

新潟県B 14.5 7.8 6.5 6.4 7.0 6.2 48.4

5.8 6.0 42.4 25.64 0.0

27.98 0.0

団体展開競技  5チーム

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

初階５級以上　　 1 チーム 6 名　男女混合可



＜大会結果・・・・ 第３９回全国高校生躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位
たかはし　かい かつやま　けいすけ おがわ　ひろと さとう　ゆうま

高橋　快 勝山　敬介 小川　大翔 佐藤　優真
【新潟県】 【静岡西部】 【山梨県】 【神奈川県】

さとう　わかな さとう　なお そごう　いぶき かとう　すずは
佐藤　和奏 佐藤　なお 十河　衣芙季 加藤　鈴葉
【神奈川県】 【山形県】 【神奈川県】 【新潟県】

かつやま　けいすけ いしかわ　たかと さとう　ゆうま おなが　たけし
勝山　敬介 石川　天翔 佐藤　優真 翁長　武志
【静岡西部】 【山形県】 【神奈川県】 【埼玉県】

そごう　いぶき さとう　なお さとう　わかな
十河　衣芙季 佐藤　なお 佐藤　和奏
【神奈川県】 【山形県】 【神奈川県】
もり　かずと むらなか　みえい おおむら　りつか さかた　ゆいこ
森　稼頭人 村仲　美瑛 大村　六花 阪田　結子
【兵庫県】 【東京城西】 【東京城西】 【大阪府】

かつやま　けいすけ
勝山　敬介
【静岡西部】

そごう　いぶき
十河　衣芙季
【神奈川県】

たかはし　かい
高橋　快
【新潟県】

最優秀選手賞

優秀選手賞

新人法形

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形



たかはし　かい いしかわ　たかと

高橋　快 石川　天翔

おなが　たけし おがわ　ひろと

翁長　武志 小川　大翔

さとう　ゆうま かつやま　けいすけ

佐藤　優真 勝山　敬介

佐藤　優真

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（延長なし）　　決勝、三位決定戦：1分30秒

【神奈川県】
おがわ　ひろと

【神奈川県】【新潟県】 【静岡西部】 【山梨県】

【山梨県】
佐藤　優真

高橋　快 勝山　敬介 小川　大翔

三決

さとう　ゆうま

高校生　男子個人実戦競技  6人

たかはし　かい かつやま　けいすけ おがわ　ひろと さとう　ゆうま

5 小川　大翔

優勝 第２位 第３位 第４位

【新潟県】 【山形県】

【埼玉県】 【山梨県】

【神奈川県】 【静岡西部】

決勝

2

3 4

1
6

そごう　いぶき さとう　わかな

十河　衣芙季 佐藤　和奏
さとう　なお かとう　すずは

佐藤　なお 加藤　鈴葉

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（延長なし）　　決勝、三位決定戦：1分30秒

【神奈川県】 【山形県】 【神奈川県】 【新潟県】
佐藤　和奏 佐藤　なお 十河　衣芙季 加藤　鈴葉

そごう　いぶき
【神奈川県】

かとう　すずは
【新潟県】

十河　衣芙季

高校生　女子個人実戦競技  4人

さとう　わかな さとう　なお そごう　いぶき かとう　すずは

3 加藤　鈴葉

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

【神奈川県】 【神奈川県】

【山形県】 【新潟県】

決勝

1 2
4



2級以上 　・1.2回戦＝捻体の法形 ・3回戦以降＝体から自由選択

いしかわ　たかと 2 3 かつやま　けいすけ

石川　天翔 2 勝山　敬介
おがわ　ひろと 1 0 3 たかはし　かい

小川　大翔 0 高橋　快
おなが　たけし 1 さとう　ゆうま

翁長　武志 2 1 佐藤　優真

1 2 さとう　ゆうま
【神奈川県】

三決
おなが　たけし

【埼玉県】

高校生　男子個人法形競技  6人

【山形県】

勝山　敬介 石川　天翔 佐藤　優真 翁長　武志

翁長　武志 5 佐藤　優真

【静岡西部】 【山形県】 【神奈川県】 【埼玉県】

優勝 第２位 第３位 第４位
かつやま　けいすけ いしかわ　たかと さとう　ゆうま おなが　たけし

【静岡西部】

【山梨県】 【新潟県】

【埼玉県】 【神奈川県】

決勝

2
3 4

1
6

2級以上 　・陰の法形から自由選択

そごう　いぶき さとう　わかな

十河　衣芙季 3 0 佐藤　和奏
さとう　わかな さとう　なお

佐藤　和奏 0 3 佐藤　なお
さとう　なお そごう　いぶき

佐藤　なお 0 3 十河　衣芙季

高校生　女子個人法形競技  3人

十河　衣芙季 佐藤　なお 佐藤　和奏
【神奈川県】 【山形県】 【神奈川県】

優勝 第２位 第３位
そごう　いぶき さとう　なお さとう　わかな

【神奈川県】 【神奈川県】

【神奈川県】 【山形県】

【山形県】 【神奈川県】

おおむら　りつか 1 1 ふるかわ　なおき

大村　六花 3 古川　直暉
なるみ　ももか 0 2 1 むらなか　みえい

鳴海　百花 2 村仲　美瑛
もり　かずと 2 さかた　ゆいこ

森　稼頭人 3 0 阪田　結子

2 1

高校生　男女新人法形競技  6人

森　稼頭人 村仲　美瑛 大村　六花 阪田　結子

おおむら　りつか
【東京城西】

さかた　ゆいこ
【大阪府】

大村　六花 5 阪田　結子

【兵庫県】 【東京城西】 【東京城西】 【大阪府】

優勝 第２位 第３位 第４位
もり　かずと むらなか　みえい おおむら　りつか さかた　ゆいこ

5．6級　無級　　旋体（陰）・運体（陰）の法形から選択

【東京城西】 【埼玉県】

【青森県】 【東京城西】

【兵庫県】 【大阪府】

決勝

2
3 4

1
6


