




ご 挨 拶 

 

 

全国社会人躰道優勝大会開催おめでとうございます。そして、大会開催

にあたりご尽力いただいた関係者の皆様方にはこの場をお借りし、厚く御

礼を申し上げます。 

緑が印象的な夏でした。リオ・オリンピック開催国、ブラジルの国旗は

緑がベースとなっており、他に黄、青、白と計四色が施されたものですが、

緑は森林や農業に支えられる大地を、黄色は金と鉱物資源を、青は空の色

を、そして白は平和を意味するとのことです。また、国旗よりも少し明る

く鮮やかな緑がテーマカラーとなった 2016 オリンピックでは、日本の選

手団からこれまでになく多くのメダリストが輩出されました。日本人の身

体能力や精神力の強さをメダルの数で測れるわけではありませんが、四年

後の東京オリンピッックへの大きな力となり、日本全土を勇気づけてくれ

ることは間違いありません。 

何事もなく平和で幸せな毎日を誰もが望みますが、自然と社会に囲まれ

人は多くの刺激を受けます。自分の身を護りながらも相手を尊重し、活か

すことの難しさ、刺激や痛みを受けながらも、それを乗り越え活力に変え

られた時に漸く一歩前進と言えるのでしょうか。 

躰道の始まりには過酷な自然環境や社会環境から活路を見出すという強

い生命力がありました。日本で生まれ、実に多くの課題を抱えながらも各

専門分野で活躍される皆さんによりその価値を高めていただいて今日に

至ります。そのことへの感謝をお伝えすると共に、第 26 回全国社会人大

会の成功をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。 
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日本武藝躰道三代宗家 
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大 会 次 第  

 

  

   競技               予 選                        ９：２０～  

                                                                                          

 ［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 金子智一 [東京多摩地区躰道協会] 

選手宣誓     北原喜代志  [山梨県躰道協会] 

躰道五条訓    佐藤 誠 [静岡県富士市躰道協会]  

審判団紹介   

         

   

 

 

 競技          準決勝・決 勝                １３：３０～  

                                       

【 A・ Bコート】  

団体実戦競技（予選） 

                   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） 

個人法形競技（新人の部） 

               個人法形競技（級位の部） 

制の法形競技 

                個人法形競技（女子の部） 

                個人法形競技（男子の部） 

                             個人自由法形 

                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 

 

 

                                  閉 会 式                     １５：５０～  

 

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 9：20～ 　　　※ 実戦競技の予選は、全て1分30秒

男子個人法形 9：20～10：08 男子個人法形 9：20～10：08 個人法形（自由） 9：20～9：52 個人法形（自由） 9：20～9：48

1～5、11～14、19、20、23 12試合 6～10、15～18、21、22、24 12試合 1、2～4、9～11、14 8試合 5～8、12、13、15 7試合

女子個人法形 10：10～10：34 女子個人法形 10：10～10：34 制の法形 9：54～10：30 制の法形 9：50～10：26

1～3、7、8、11 6試合 4～6、9、10、12 6試合 1、2、5～8、13、14、17 9試合 3、4、9～12、15、16、18 9試合

男子個人実戦
(1～3回戦）

10：36～11：57
男子個人実戦
(1～3回戦）

10：36～11：57 個人法形（級位） 10：32～10：52 個人法形（級位） 10：28～10：44

1～15、31～38、47～50 27試合 16～30、39～46、52～54 27試合 1、2、4、5、8 5試合 3、6、7、9 4試合

女子個人実戦 11：59～12：35 女子個人実戦 11：59～12：32 命の法形（有段者） 10：54～11：34 命の法形（有段者） 10：46～11：21

1～5、10～13、18、19、22 12試合 6～9、14～17、20、21、23 11試合 1～4、9～11、14 8試合 5～8、12、13、15 7試合

男子個人実戦
（4回戦・準決勝）

12：37～12：55 壮年実戦 12：34～12：55 個人法形（新人） 11：36～11：44 個人法形（新人） 11：23～11：35

55～60 6試合 1～7 7試合 1、4 2試合 2.、3、5 3試合

命の法形（新人・級位） 11：46～12：02 命の法形（新人・級位） 11：37～11：49

1～3、6 4試合 4、5、7 3試合

開会式 13：00～

　　　　　　　　　　　　　　　9月22日（祝・木）　　第26回全国社会人躰道優勝大会　時程（午前）

Ａコート Ｂコート Ｃコート Dコート



予選・三決・決勝 13：30～

団体実戦　予選 13：30～14：15 団体実戦　予選 13：30～14：15 　　　※ 団体実戦の競技時間は、全て1分30秒

1、2、5 3試合 3、4、6 3試合

団体法形　決勝 14：17～14：37 命法形（有段者） 三決・決勝 14：17～14：27

4チーム 16、17 2試合

命法形（新人級位） 三決・決勝 14：39～14：47 個人法形（新人）　三決・決勝 14：29～14：37

8、9 2試合 6、7 2試合

個人法形（級位）　三決・決勝 14：49～14：57 制の法形　三決・決勝 14：39～14：47

10、11 2試合 19、20 2試合

男子個人法形　三決・決勝 14：59～15：07 女子個人法形　三決・決勝 14：49～14：57

25、26 2試合 13、14 2試合

壮年実戦　三決・決勝 15：09～15：15 個人法形（自由）　三決・決勝 14：59～15：07

8、9 2試合 16、17 2試合

男子個人実戦　三決・決勝 15：17～15：23 女子個人実戦　三決・決勝 15：09～15：15 　　　※ 男子個人実戦の三決・決勝は、２分

61、62 2試合 24、25 2試合 　　　　　他の3決・決勝は１分３０秒

団体実戦　決勝 15：25～15：40 団体実戦　三決 15：17～15：32

8 1試合 7 1試合

閉会式 15：50～

　　　　　　9月22日（祝・木）　　第26回全国社会人躰道優勝大会　時程（午後）

Aコート Bコート



かねこ　ともかず ささき　たくま

金子　智一 佐々木　拓真
さがわ　りょう あだち　たくや

佐川　諒 足立　拓弥
しみず　ひでのり じぇいそん あれきさんだー　まいやー

清水　秀典 ジェイソン アレキサンダー マイヤー

もりた　たろう かない　あつき

森田　太郎 金井　篤希
うえはら　ひろゆき たきざわ　たろう

上原　弘之 瀧澤　太郎
きじま　ひろふみ かわい　けんじ

貴島　啓文 川井　健司
りょうもと　まさき たこしま　けんすけ

良本　真基 蛸島　健介
さかもと　たくみ しらくら　しげる

坂本　巧 白倉　繁
つかだ　なおや ほりごめ　りょうた

塚田　直也 堀米　遼太
つかなか　ただのり うべ　まさひろ

塚中　正法 宇部　真広
すずき　たけお ささき　かずや

鈴木　健夫 佐々木　和哉
ひなじ　りょうた おぜき　たかのぶ

日名地　亮太 小関　宗伸
まるやま　のぶ むらせ　かずと

丸山　暢 村瀬　和都
ほりうち　わいちろう すずき　ともゆき

堀内　和一朗 鈴木　智行
みなと　こうじ すがき　しげまさ

湊　宏司 菅城　成昌
あぶらい　あきら はやし　げん

油井　陽 林　元
おおすみ　たくひろ ささき　ひであき

大角　卓寛 佐々木　秀彰
おの　こうき いのうえ　まさなお

小野　洸樹 井上　真尚
かねこ　ゆうた やまざき　まさあき

金子　勇太 山崎　真瑛
えんどう　けいた いちはら　しんいちろう

遠藤　啓太 市原　清一郎
しみず　たかはる ふるた　かずゆき

清水　貴治 古田　一行
すずき　ふみたか まつもと　しょうへい

鈴木　史孝 松本　昇平
なかさ　みなみ やまざき　じょう

仲佐　南 山﨑　穣
きむら　まさかず たんの　きみお

木村　雅和 丹野　喜美男
こまき　やすし おおはし　まさよし

小牧　靖史 大橋　正芳
なかじま　しょうへい むらせ　たつや

中嶋　尚平 村瀬　達也
きたざわ　ひであき やまね　りゅうじ

北澤　秀明 山根　竜二
ほんだ　たくま わたなべ　ゆうすけ

本田　拓馬 渡邊　裕介
しんじょう　よしまさ こやじま　こうへい

新城　義将 小矢島　皓平
わたなべ　しゅん さとう　まこと

渡邉　俊 佐藤　誠
どい　かずや さかもと　みのる

土井　嘉津也 坂本　稔

42

横浜サイカパーキング(株)

40

19

57

20

41

48

6

34

7
決勝

59 60
62

55

4

33

5

㈱セノン

㈱山田研業社

個人実戦競技（男子の部）  62人

東村山道場 ㈱フェイスネットワーク

あづま脳神経外科病院 小川香料㈱

オリジン東秀株式会社 Dematic

水谷電気㈱

　清水建設

16

39

17

51

18
ダイダン㈱ スタンレー電気株式会社

31
1

47

2

32

3

ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 株式会社商工組合中央金庫

株式会社野村総合研究所  北海道大学大学院

川口市立在家小学校 ㈱八ヶ岳総合不動産

株式会社PSI きくち整形外科

23
㈱三和科学研究所

JRS株式会社 トヨタ自動車㈱

八潮病院 群馬県教育委員会

　気象庁

㈱牧野技術サービス あおき整形外科

㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 川口工業
21

52

22

木津躰道協会

株式会社イトクロ  北海道大学大学院

㈱イープラスユー 株式会社ミスミグループ本社

損保ジャパン日本興亜株式会社 アビームコンサルティング株式会社

㈱キューブシステム リーフラス株式会社

東北環境科学サービス

24

25

26

43

53

㈱日立産機システム

協業組合カテックフジ ソフトバンクテクノロジー㈱

8

35

9

49

10

36

11

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

61

㈱東日製作所 山梨北整形外科
15

佐川急便

東洋合成工業株式会社

28

29

社会福祉法人　成祥福祉会

44

58

45

54

27

JF岩手漁連

三友電子 （株）

丹野建築

合同会社ＯＣＥＡＮ

ピジョンホームプロダクツ㈱

30
46

国立病院機構　宇都宮病院

三井物産株式会社

フェニックスメディカルクリニック

浦安市立明海小学校

名古屋大学大学院

富士通フロンテック㈱

スズトクホールディングス㈱

56

12

37

13

50

14

38
 北海道大学大学院



さかもと　くにひこ しまもと　こうのすけ

坂本　邦彦 嶋本　幸之助
たこしま　けんすけ すがき　しげまさ

蛸島　健介 菅城　成昌
むらせ　かずと しんじょう　よしまさ

村瀬　和都 新城　義将
もりた　たろう わたなべ　ゆうすけ

森田　太郎 渡邊　裕介
なかにし　かずひろ たい　てるあき

中西　一弘 泰　輝明
まえだ　なおひろ いのうえ　まさなお

前田　尚大 井上　真尚
ほりごめ　りょうた つかだ　なおや

堀米　遼太 塚田　直也
しみず　ひでのり みやした　ひろき

清水　秀典 宮下　宏紀
すずき　ふみたか 17 きじま　ひろふみ

鈴木　史孝 貴島　啓文
しみず　たかはる たむら　まさよし

清水　貴治 田村　匡義
やまざき　まさあき かねこ　ゆうた

山崎　真瑛 金子　勇太
やまざき　じょう わたなべ　しゅん

山﨑　穣 渡邉　俊
うえはら　ひろゆき ささき　ひであき

上原　弘之 佐々木　秀彰

きくち整形外科 株式会社PSI

オリジン東秀株式会社 がん研有明病院

損保ジャパン日本興亜株式会社 株式会社SEKT

3

14

4

8

協業組合カテックフジ ダイダン㈱

23 24
26

9

環境省

㈱イープラスユー

東洋合成工業株式会社  北海道大学大学院

　清水建設 ㈱日立産機システム

20

5

株式会社ミスミグループ本社

22

10
1813

個人法形競技（男子の部）  26人

松本医院 東京大学大学院

 北海道大学大学院 木津躰道協会

トヨタ自動車㈱ 浦安市立明海小学校

水谷電気㈱ ピジョンホームプロダクツ㈱

11 15
1 6

19 21

7
ナカニシデンタルラボ Broadridge12

2

16
 北海道大学大学院

決勝

25

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

どい　みつじ きんの　みちのり

土井　光司 金野　道程
おおた　ひろし にのみや　けん

太田　寛 二ノ宮　健
あさおか　ひろし かねだ　ひろゆき

浅岡　宏 兼田　寛之
ふなもと　こうせい ちば　けんじ

船本　高正 千葉　健志
きむら　ひでのり

木村　英憲

2

WEST ＨＩＬＬＳ ＦＡＲＭ

船本電水工事 (一社)建築研究振興協会

鷹須工業

個人実戦競技　（壮年の部）  9人

㈲高橋製作所 大船渡市役所

㈱朝日機工 株式会社　カインズ

中日新聞

4
3

決勝

1
6 7

9
5

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

8



やまぎわ　まほ よこやま　のりこ

山際　真穂 横山　典子
つかなか　ひさよ はせがわ　きえ

塚中　久代 長谷川　貴恵
いがらし　みなみ うえだ　みきこ

五十嵐　美南 植田　美輝子
たかはし　なつこ かとう　さら

髙橋　奈津子 加藤　紗来
いいだ　さくらこ いしかわ　まさえ

飯田　桜子 石川　雅左江
たかはし　みょうり せとう　ゆき

髙橋　妙理 瀬藤　有希
いちはら　とも いいだ　あや

市原　智 飯田　あや
うの　ゆきこ こじま　りえこ

宇野　友季子 小島　梨恵子
うつのみや　まさこ ちしき　みな

宇都宮　雅子 知識　美奈
さとう　ひいろ ながね　ゆか

佐藤　緋色 長根　結花
すずき　あやの たかはし　ゆりこ

鈴木　綾乃 高橋　由里子
たかぎ　きょうこ おくやま　みなみ

高木　京子 奥山　みなみ
ひらやま　あいこ

平山　愛子

個人実戦競技（女子の部）  25人

東京大学大学院 筑波大学

小平中央リハビリテーション病院 マクニカネットワークス(株)

藤崎病院

10 14
1 6

18
亀田総合病院

横浜国立大学大学院 東京大学大学院
7

代々木の森耳鼻咽喉科 東京海上日動サミュエル㈱15
2

11
決勝

20

東北福祉大学せんだんホスピタル アクタス税理士法人

プリマ ㈱テンプグループ

キヤノン株式会社 16 清水建設㈱
8

㈱アスク 太田西ノ内病院

22 23
25

新日鐵住金(株) 寿泉堂綜合病院
21

3

12

4

19
17

9
グリーンステージ㈱ ㈱ジャパンデンタル

戸田中央総合病院 　大分大学

愛知医科大学

5
13

三決

24

優勝 第２位 第３位 第４位

せとう　ゆき おくやま　みなみ

瀬藤　有希 奥山　みなみ
すぎむら　さゆり たかぎ　きょうこ

杉村　さゆり 高木　京子
うえだ　みきこ さとう　ひいろ

植田　美輝子 佐藤　緋色
やまぎわ　まほ いいだ　さくらこ

山際　真穂 飯田　桜子
はしもと　かおり いがらし　みなみ

橋本　花織 五十嵐　美南
たけだ　ことみ ただ　みちこ

武田　采己 多田　倫子
いちはら　とも ひらやま　あいこ

市原　智 平山　愛子

新日鐵住金(株)

東京大学大学院 代々木の森耳鼻咽喉科

アジア航測㈱ 藤崎病院

個人法形競技（女子の部）  14人

アクタス税理士法人 　大分大学

宇宙航空研究開発機構 戸田中央総合病院

亀田総合病院
91

4
7

決勝

5
11 12

2
14

8 6
10北志会 STEP

プリマ 愛知医科大学
3

三決

13

優勝 第２位 第３位 第４位



だいくはら　みゆき かざおか　しの

大工原　みゆき 風岡　史乃
まつい　すいん みはら　つかさ

松井　思引 三原　宰
たにぐち　よしなお えのもと　いたる

谷口　嘉直 榎本　至
いいだ　みゆ ほんだ　さち

飯田　未唯 本田　紗千
にしだ　さちよ さくらおか　やすし

西田 幸代 櫻岡　育
やまじ　ゆみこ

山路　祐美子

5

防衛省共済組合

アマゾンジャパン合同会社 東松山市立白山中学校

COOL-D-STYLE 櫻岡自動車

個人法形競技（級位の部）  11人

コンフォート病院  ＫJ

法務省 (株)保険見直し本舗

㈱JALUX

4 6
決勝

1

8 9
11

3
2 7

 印西郵便局

三決

10

優勝 第２位 第３位 第４位

ほしの　なおこ ふじわら　まさつぐ

星野　菜穂子 藤原　政嗣
こんどう　みづき たぐち えみ

近藤　みづき 田口 絵美
なるしま　ふみこ かめい　りょう

成島　富美子 亀井　良
かわまた　たかひろ

川俣　貴弘

2

3
東日本旅客鉄道㈱

栃木県那珂川町役場

個人法形競技（新人の部）  7人

コラロ新百合ヶ丘 正統館

関根スポーツﾏｯｻｰｼﾞ治療院 壮行会 行田総合病院

パンドウイットコーポレーション日本支社

4 5
7

1

決勝

三決

6

優勝 第２位 第３位 第４位



しんかわ　ひろゆき かざおか　しの

新川　浩之 風岡　史乃
しまばやし　みずほ かわまた　たかひろ

島林　美寿穂 川俣　貴弘
たにぐち　よしなお しんかわ　じゅんこ

谷口　嘉直 新川　順子
えのもと　いたる やまじ　ゆみこ

榎本　至 山路　祐美子
さくらおか　やすし

櫻岡　育

2

㈲キャナル

防衛省共済組合  印西郵便局

櫻岡自動車

個人法形（命）　新人・級位の部  9人

㈲キャナル  ＫJ

アメニティー月岡 栃木県那珂川町役場

㈱JALUX

3
1

4
決勝

6 7
9

5

三決

8

優勝 第２位 第３位 第４位

しばた　くにひろ とね　のりよし

芝波田　邦博 刀禰　伯彬
わたなべ　まりこ きたはら　こちづ

渡辺　万理子 北原　こちづ
かとう　じゅん やまだ　だいすけ

加藤　潤 山田　大輔
きたはら　きよし ふなもと　こうせい

北原　喜代志 船本　高正
やまだ　よしもと きむら　ひでのり

山田　嘉基 木村　英憲
みやもと　やすひろ あさおか　ひろし

宮本　靖弘 浅岡　宏
はやし　まさる いがらし　のぼる

林　優 五十嵐　昇
すぎむら　かずゆき こばやし　まゆ

杉村　和之 小林　真由
あらい　かずみ

荒井　和美

三菱製紙株式会社

小淵沢カントリークラブ 船本電水工事

ＮＰＯ法人　大月エコの里 鷹須工業

個人法形（命）　有段者の部  17人

工創社 東淀川区躰道協会

イオンテール　株式会社 北杜市社会福祉協議会

（株）ソルパック

5
3

1

10 6
決勝

2
14 15

17
7

12

ｲｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾄﾞｯﾄｼﾞｪｰﾋﾟｰ㈱

国際こども・福祉カレッジ

トータルメンテ 中日新聞

狭山道場 (独)水資源機構

ＡＢＢ日本ベーレー㈱

4

11 8

9

13

三決

16

優勝 第２位 第３位 第４位



たんの　きみお うちやま　ひとし

丹野　喜美男 内山　仁志
ただ　みちこ ごとう　ともみ

多田　倫子 後藤　有美
ふじわら　まさつぐ あだち　たくや

藤原　政嗣 足立　拓弥
おおた　ひろし きんの　みちのり

太田　寛 金野　道程
すずき　あやの おぜき　たかのぶ

鈴木　綾乃 小関　宗伸
かねだ　ひろゆき こんどう　みづき

兼田　寛之 近藤　みづき
ささき　みか きたはら　きよし

佐々木　美賀 北原　喜代志
はらだ　ひろこ いいだ　あや

原田　紘子 飯田　あや
すずき　ともゆき

鈴木　智行

個人法形競技　（体・陰の法形自由）  17人

丹野建築 国際医療福祉大学

STEP レイール

正統館
1

決勝

5
3

12

10 6

関根スポーツﾏｯｻｰｼﾞ治療院

㈱ビューティースリー 小淵沢カントリークラブ

横浜道場

小川香料㈱

㈱朝日機工 大船渡市役所

グリーンステージ㈱ あおき整形外科

WEST ＨＩＬＬＳ ＦＡＲＭ

2
14 15

17
7

4 13

11 8

9
㈱テンプグループ

群馬県教育委員会

三決

16

優勝 第２位 第３位 第４位

かねこ　ともかず うちやま　ひとし

金子　智一 内山　仁志
さとう　まこと みなと　こうじ

佐藤　誠 湊　宏司
やまだ　だいすけ すぎむら　かずゆき

山田　大輔 杉村　和之
おおすみ　たくひろ おの　こうき

大角　卓寛 小野　洸樹
あらい　かずみ しらくら　しげる

荒井　和美 白倉　繁
だいくはら　やすし きたざわ　ひであき

大工原　泰志 北澤　秀明
ぐ　ちんいん うべ　まさひろ

虞　嶔崟 宇部　真広
なかじま　あきこ こやじま　こうへい

中嶋　晶子 小矢島　皓平
かとう　じゅん にのみや　けん

加藤　潤 二ノ宮　健
しばた　くにひろ こばやし　だいすけ

芝波田　邦博 小林　大輔

ＡＢＢ日本ベーレー㈱

東北環境科学サービス 株式会社イトクロ

国際こども・福祉カレッジ ㈱八ヶ岳総合不動産

個人法形競技　（制の法形）  20人

東村山道場 国際医療福祉大学

佐川急便 　気象庁

三菱製紙株式会社

5

13

6

1
11

3

15

決勝
9

17 18
20

三友電子 （株）

（株）ソルパック 株式会社　カインズ

工創社 ニッポンスリッパ㈱

(株)アルバック フェニックスメディカルクリニック

株式会社　センユウ 株式会社商工組合中央金庫

自動車部品工業㈱

7

14

2 4
8 12

10

16

三決

19

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

富士市 鈴木　史孝 佐藤　誠
チーム創玄会 古田　一行 本田　拓馬
チーム己錬館 市原　清一郎 丸山　暢
北志会 奥山　みなみ 井上　真尚
横浜道場 千葉　健志 佐々木　拓真 遠藤　啓太
帝氷学園 原田　晋 佐々木　和哉
愛知県チーム 佐々木　秀彰 村瀬　和都 油井　陽
ドリームチーム 塚中　久代 瀧澤　太郎

植田　美輝子
渡邉　俊

飯田　あや
丹野　喜美男
小島　梨恵子

林　元
湊　宏司
大江　潤

小林　大輔
鈴木　健夫

虞　嶔崟
蛸島　健介

日名地　亮太
中嶋　晶子
木村　雅和

団体実戦競技  8チーム

横浜道場

三決

7

チーム己錬館

チーム創玄会ドリームチーム
3

6
8

富士市 北志会

帝氷学園

1
決勝

5

2

愛知県チーム
4

優勝 第２位 第３位 第４位

鈴木　綾乃 森田　太郎 渡邊　裕介
宇部　真広 宇野　友季子 良本　真基

選手２ 選手３ 選手４

塚中　正法 上原　弘之 仲佐　南

1 登録14名。栃木県人、こんなに増えました

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

5

2 デスティーノチーム

3 東久留米道場

4 品格の浜町

優勝 ２位 ３位 ４位



所属地区名 氏　名 段級位 勤務先等

1 奥山　みなみ
オクヤマ　ミナミ

弐段 　大分大学

2 上原　弘之
ウエハラ　ヒロユキ

弐段 　清水建設

3 湊　宏司
ミナト　コウジ

弐段 　気象庁

4 蛸島　健介
タコシマ　ケンスケ

初段  北海道大学大学院

5 渡邉　俊
ワタナベ　シュン

初段  北海道大学大学院

6 井上　真尚
イノウエ　マサナオ

初段  北海道大学大学院

7 武田　采己
タケダ　コトミ

初段 北志会

8 大角　卓寛
オオスミ　タクヒロ

参段 東北環境科学サービス

9 山根　竜二
ヤマネ　リュウジ

弐段 JF岩手漁連

10 金野　道程
キンノ　ミチノリ

四段 大船渡市役所

11 丹野　喜美男
タンノ　キミオ

宮城県 丹野建築

12 佐々木　和哉
ササキ　カズヤ

宮城県 川口工業

13 佐々木　美賀
ササキ　ミカ

宮城県 ㈱ビューティースリー

14 髙橋　妙理
タカハシ　ミョウリ

宮城県 東北福祉大学せんだんホスピタル

15 佐川　諒
サガワ　リョウ

弐段 あづま脳神経外科病院

16 長根　結花
ナガネ　ユカ

弐段 寿泉堂綜合病院

17 群馬県 鈴木　智行
スズキ　トモユキ

四段 群馬県教育委員会

18 茨城県 横山　典子
ヨコヤマ　ノリコ

四段 筑波大学

19 櫻岡　育
サクラオカ　ヤスシ

1級 櫻岡自動車

20 川俣　貴弘
カワマタ　タカヒロ

5級 栃木県那珂川町役場

21 仲佐　南
ナカサ　ミナミ

四段 国立病院機構　宇都宮病院

22 宮木　絵里香
ミヤキ　エリカ

弐段 国際医療福祉大学

23 内山　仁志
ウチヤマ　ヒトシ

五段 国際医療福祉大学

24 宮本　靖弘
ミヤモト　ヤスヒロ

参段 トータルメンテ

25 五十嵐　昇
イガラシ　ノボル

弐段 (独)水資源機構

26 瀧澤　太郎
タキザワ　タロウ

弐段 ㈱山田研業社

27 芝波田　邦博
シバタ　クニヒロ

六段 工創社

28 本田　紗千
ホンダ　サチ

2級 東松山市立白山中学校

29 田口 絵美
タグチ エミ

無
ム

級
キュウ

壮行会 行田総合病院

30 林　優
ハヤシ　マサル

四段 狭山道場

31 二ノ宮　健
ニノミヤ　ケン

四段 株式会社　カインズ

32 加藤　潤
カトウ　ジュン

参段 （株）ソルパック

33 山田　大輔
ヤマダ　ダイスケ

弐段 三菱製紙株式会社

34 山﨑　穣
ヤマザキ　ジョウ

弐段 東洋合成工業株式会社

35 小矢島　皓平
コヤジマ　コウヘイ

弐段 三友電子 （株）

36 榎本　至
エノモト　イタル

3級 防衛省共済組合

第２６回　全国社会人躰道優勝大会　出場者一覧　[順不同]

北海道

岩手県

埼玉県

千葉県

福島県

栃木県

宮城県



37 山路　祐美子
ヤマジ　ユミコ

2級  印西郵便局

38 風岡　史乃
カザオカ　シノ

1級  ＫJ

39 谷口　嘉直
タニグチ　ヨシナオ

4級 ㈱JALUX

40 市原　清一郎
イチハラ　シンイチロウ

四段 リーフラス株式会社

41 清水　秀典
シミズ　ヒデノリ

四段 オリジン東秀株式会社

42 林　元
ハヤシ　ゲン

四段 横浜サイカパーキング(株)

43 市原　智
イチハラ　トモ

参段 プリマ

44 知識　美奈
チシキ　ミナ

弐段 太田西ノ内病院

45 虞　嶔崟
グ　チンイン

弐段 株式会社　センユウ

46 小野　洸樹
オノ　コウキ

弐段 株式会社イトクロ

47 五十嵐　美南
イガラシ　ミナミ

弐段 藤崎病院

48 丸山　暢
マルヤマ　ノブ

初段 JRS株式会社

49 植田　美輝子
ウエダ　ミキコ

初段 亀田総合病院

50 新城　義将
シンジョウ　ヨシマサ

初段 浦安市立明海小学校

51 佐藤　緋色
サトウ　ヒイロ

初段 新日鐵住金(株)

52 西田 幸代
ニシダ　サチヨ

2級 COOL-D-STYLE

53 坂本　邦彦
サカモト　クニヒコ

四段 松本医院

54 山崎　真瑛
ヤマザキ　マサアキ

弐段 株式会社ミスミグループ本社

55 田村　匡義
タムラ　マサヨシ

弐段 株式会社SEKT

56 泰　輝明
タイ　テルアキ

参段 Broadridge

57 川井　健司
カワイ　ケンジ

参段 スタンレー電気株式会社

58 ジェイソン アレキサ
ジェイソン アレキサンダー　マイヤー

ンダー マイヤー弐段 Dematic

59 高木　京子
タカギ　キョウコ

弐段 戸田中央総合病院

60 松井　思引
マツイ　スイン

3級 法務省

61 成島　富美子
ナルシマ　フミコ

5級 パンドウイットコーポレーション日本支社

62 飯田　未唯
イイダ　ミユ

3級 アマゾンジャパン合同会社

63 大橋　正芳
オオハシ　マサヨシ

四段 合同会社ＯＣＥＡＮ

64 貴島　啓文
キジマ　ヒロフミ

四段 ダイダン㈱

65 小林　大輔
コバヤシ　ダイスケ

五段 ニッポンスリッパ㈱

66 山田　嘉基
ヤマダ　ヨシモト

五段 ＮＰＯ法人　大月エコの里

67 新川　浩之
シンカワ　ヒロユキ

3級 ㈲キャナル

68 新川　順子
シンカワ　ジュンコ

3級 ㈲キャナル

69 中嶋　晶子
ナカジマ　アキコ

四段 自動車部品工業㈱

70 小林　真由
コバヤシ　マユ

六段 ｲｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾄﾞｯﾄｼﾞｪｰﾋﾟｰ㈱

71 亀井　良
カメイ　リョウ

無級 東日本旅客鉄道㈱

72 星野　菜穂子
ホシノ　ナオコ

5級 コラロ新百合ヶ丘

73 藤原　政嗣
フジワラ　マサツグ

5級 正統館

74 足立　拓弥
アダチ　タクヤ

初段 小川香料㈱

75 石川　雅左江
イシカワ　マサエ

弐段 東京海上日動サミュエル㈱

千葉県

東京城東

東京城西



76 飯田　桜子
イイダ　サクラコ

参段 代々木の森耳鼻咽喉科

77 北澤　秀明
キタザワ　ヒデアキ

五段 フェニックスメディカルクリニック

78 小関　宗伸
オゼキ　タカノブ

四段 あおき整形外科

79 塚田　直也
ツカダ　ナオヤ

四段 株式会社PSI

80 有賀　倫子
アルガ　ミチコ

参段 STEP

81 山際　真穂
ヤマギワ　マホ

四段 東京大学大学院

82 古田　一行
フルタ　カズユキ

四段 アビームコンサルティング株式会社

83 清水　貴治
シミズ　タカハル

四段 損保ジャパン日本興亜株式会社

84 宇野　友季子
ウノ　ユキコ

四段 キヤノン株式会社

85 良本　真基
リョウモト　マサキ

四段 株式会社野村総合研究所

86 前田　尚大
マエダ　ナオヒロ

参段 環境省

87 宇部　真広
ウベ　マサヒロ

参段 株式会社商工組合中央金庫

88 本田　拓馬
ホンダ　タクマ

参段 三井物産株式会社

89 杉村　さゆり
スギムラ　サユリ

参段 宇宙航空研究開発機構

90 嶋本　幸之助
シマモト　コウノスケ

弐段 東京大学大学院

91 加藤　紗来
カトウ　サラ

弐段 東京大学大学院

92 宮下　宏紀
ミヤシタ　ヒロキ

五段 がん研有明病院

93 堀内　和一朗
ホリウチ　ワイチロウ

六段 八潮病院

94 中嶋　尚平
ナカジマ　ショウヘイ

四段 スズトクホールディングス㈱

95 中西　一弘
ナカニシ　カズヒロ

初段 ナカニシデンタルラボ

96 金子　智一
カネコ　トモカズ

五段 東村山道場

97 堀米　遼太
ホリゴメ　リョウタ

五段 きくち整形外科

98 太田　寛
オオタ　ヒロシ

四段 ㈱朝日機工

99 松本　昇平
マツモト　ショウヘイ

四段 ソフトバンクテクノロジー㈱

100 小牧　靖史
コマキ　ヤスシ

弐段 富士通フロンテック㈱

101 金井　篤希
カナイ　アツキ

弐段 ㈱セノン

102 金子　勇太
カネコ　ユウタ

弐段 ㈱イープラスユー

103 近藤　みづき
コンドウ　ミヅキ

6級 関根スポーツﾏｯｻｰｼﾞ治療院

104 塚中　正法
ツカナカ　タダノリ

四段 ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

105 塚中　久代
ツカナカ　ヒサヨ

弐段 小平中央リハビリテーション病院

106 宇都宮　雅子
ウツノミヤ　マサコ

初段 ㈱アスク

107 高橋　由里子
タカハシ　ユリコ

初段 ㈱ジャパンデンタル

108 千葉　健志
チバ

六段 (一社)建築研究振興協会

109 大江　潤
オオエ　ジュン

五段 ケーオーデンタル(株) 

110 大工原　泰志
ダイクハラ　ヤスシ

四段 (株)アルバック

111 原田　晋
ハラダ　タカシ

弐段 東京リスマチック(株)

112 原田　紘子
ハラダ　ヒロコ

弐段 横浜道場

113 長谷川　貴恵
ハセガワ　キエ

弐段 マクニカネットワークス(株)

114 日名地　亮太
ヒナジ　リョウタ

参段 ㈱牧野技術サービス

東京城北

東京城西

東京城南

東京多摩

神奈川県



115 飯田　あや
イイダ　アヤ

弐段 (株)テンプグループ

116 佐々木　拓真
ササキ　タクマ

参段 ㈱フェイスネットワーク

117 遠藤　啓太
エンドウ　ケイタ

参段 ㈱キューブシステム

118 髙橋　奈津子
タカハシ　ナツコ

初段 横浜国立大学大学院

119 大工原　みゆき
ダイクハラ　ミユキ

1級 コンフォート病院

120 三原　宰
ミハラ　ツカサ

3級 (株)保険見直し本舗

121 土井　光司
ドイ　ミツジ

六段 ㈲高橋製作所

122 白倉　繁
シラクラ　シゲル

四段 ㈱八ヶ岳総合不動産

123 坂本　巧
サカモト　タクミ

四段 川口市立在家小学校

124 坂本　稔
サカモト　ミノル

四段 山梨北整形外科

125 土井　嘉津也
ドイ　カズヤ

四段 ㈱東日製作所

126 北原　こちづ
キタハラ　コチヅ

参段 北杜市社会福祉協議会

127 北原　喜代志
キタハラ　キヨシ

五段 小淵沢カントリークラブ

128 木村　英憲
キムラ　ヒデノリ

四段 鷹須工業

129 鈴木　史孝
スズキ　フミタカ

五段 協業組合カテックフジ

130 鈴木　綾乃
スズキ　アヤノ

参段 グリーンステージ㈱

131 森田　太郎
モリタ　タロウ

参段 水谷電気㈱

132 後藤　有美
ゴトウ　トモミ

初段 レイール

133 渡邊　裕介
ワタナベ　ユウスケ

初段 ピジョンホームプロダクツ㈱

134 佐藤　誠
サトウ　マコト

初段 佐川急便

135 杉村　和之
スギムラ　カズユキ

参段 ＡＢＢ日本ベーレー㈱

136 渡辺　万理子
ワタナベ　マリコ

初段 イオンテール　株式会社

137 荒井　和美
アライ　カズミ

参段 国際こども・福祉カレッジ

138 富山県 島林　美寿穂
シマバヤシ　ミズホ

2級 アメニティー月岡

139 油井　陽
アブライ　アキラ

四段 ㈱三和科学研究所

140 佐々木　秀彰
ササキ　ヒデアキ

四段 ㈱日立産機システム

141 鈴木　健夫
スズキ　タケオ

四段 ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

142 木村　雅和
キムラ　マサカズ

弐段 名古屋大学大学院

143 平山　愛子
ヒラヤマ　アイコ

四段 愛知医科大学

144 小島　梨恵子
コジマ　リエコ

初段 清水建設㈱

145 村瀬　和都
ムラセ　カズト

初段 トヨタ自動車㈱

146 浅岡　宏
アサオカ　ヒロシ

参段 中日新聞

147 村瀬　達也
ムラセ　タツヤ

弐段 社会福祉法人　成祥福祉会

148 京都府 菅城　成昌
スガキ　シゲマサ

四段 木津躰道協会

149 大阪摂津 刀禰　伯彬
トネ　ノリヨシ

七段 東淀川区躰道協会

150 船本　高正
フナモト　コウセイ

四段 船本電水工事

151 瀬藤　有希
セトウ　ユキ

参段 アクタス税理士法人

152 橋本　花織
ハシモト　カオリ

参段 アジア航測㈱

153 兼田　寛之
カネダ　ヒロユキ

四段 WEST ＨＩＬＬＳ ＦＡＲＭ

山梨県

静岡県

新潟県

愛知県

和歌山県

鳥取県

神奈川県



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

全国社会人躰道優勝大会　栄光の記録（１）　　



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 製の法形 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 段位の部 有資格者の部 一般の部 男子の部 女子の部 壮年の部

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 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 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 　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 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 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 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 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 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 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 佐々木拓真 清水よしえ 千葉健志
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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　 躰道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：転体の法形 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：転陰の法形 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。1団体1チームエントリー可

10 団体実戦 出場チームは8チームとし、事前に実行委員会で抽選
団体実戦競技 　１チ－ム５名 内最大2チームは個人で申し込み可能な混成チーム初段以上

（男子４　女子１） （チーム編成は実行委員会で行います。）

11 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

12 ※特別競技
個人自由法形 男女同一 体・陰の法形から自由選択 なし

(新人・級位可)

13 ※特別競技 全試合１分３０秒
壮年実戦競技 ４３歳以上の男子８名　※申込が超えた場合は、実行委員会の方で 初段以上

抽選で出場者を決めさせて頂きます。

出場制限：出場種目は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。

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２８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ること。

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。
④出場選手は大会当日、「健康保険証」を持参すること。
⑤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。
⑥団体実戦・団体法形申し込みに当たっては、チーム名を記載のこと。
⑦団体実戦のエントリーは個人でも可能です。個人参加による最大2チームは混成チームとし、
　実行委員会がメンバーを選出します。
⑧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。
⑨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　

第26回　全国社会人躰道優勝大会要項（抜粋）


