


競技開始　　10:00～

個人法形（新人） 10：00～10：40 個人法形（新人） 10：00～10：30

1、2、5、6、9、12 6試合 3、4、7、8、10、11 6試合

表彰・清掃 清掃

個人法形（級位） 10：40～10：50

1 1試合

表彰・清掃

制の法形 10：55～11：20 制の法形 10：55～11：10

1、3、6 3試合 2、4、5 3試合

表彰・清掃 清掃

命の法形（有段者） 11：25～11：50 命の法形（有段者） 11：25～11：40

1、3、5 3試合 2、4 2試合

表彰・清掃 清掃

【休憩】 11：50～12：30 【休憩】 11：50～12：30

9：30～11：40

9月20日（祝・月）　　第30回全国社会人躰道優勝大会　時程（午前）

Aコート Bコート 第二武道場

使用可能な選手（種目別）

11：40～　　　時程（午後）参照

個人法形（新人）

個人法形（級位）

制の法形

命の法形（有段者）



男子個人法形 12：30～13：15 男子個人法形 12：30～13：15

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

表彰・清掃 清掃

女子個人法形 13：20～13：45 女子個人法形 13：20～13：45

1、2、5、8 4試合 3、4、6,、7 4試合

表彰・清掃 清掃

男子個人実戦 14：25～15：15 男子個人実戦 14：25～15：15

1～6、13～16、21、22、25、28 14試合 7～12、17～20、23、24、26、27 14試合

表彰・清掃 清掃

女子個人実戦 15：20～15：50 女子個人実戦 15：20～15：50

1、3、4、7、10 5試合 2、5、6、8、9 5試合

表彰・清掃 清掃

男子団体実戦 15：55～16：10 女子団体実戦 15：55～16：10

1 1試合 1 1試合

清掃 表彰・清掃

男子団体実戦 16：15～16：30

2 1試合

表彰・清掃

【解散】16：35予定 ※ 男女とも、個人実戦競技は、予選 1分   3決・決勝は1分30秒

※ 男女とも、団体実戦競技は、全試合 1分

開会式（14：00～14：15） 開会式（14：00～14：15）
女子個人実戦

9月20日（祝・月）　　第30回全国社会人躰道優勝大会　時程（午後）

　　　開会式　14:00～14:15

Aコート Bコート 第二武道場

使用可能な選手（種目別）

男子団体実戦

女子団体実戦

11：40～

男子個人法形

女子個人法形

男子個人実戦



かねこ ともかず おおしま ゆうたろう

金子 智一 大島 悠太郎
さとう　もとき こまつ　しんたろう

佐藤幹 小松慎太郎
みやけ こうたろう さかもと　たくみ

三宅 孝太郎 坂本　巧
かわむら　こお はやし げん

河村康央 林 元
たにがき ひろや つかもと げんき

谷垣 博哉 塚本 元気
はなおか　たかひろ おおすみ たくひろ

花岡　雄大 大角 卓寛
おおはし まさよし あぶらい　あきら

大橋 正芳 油井　陽
さかもと みのる ほりごめ りょうた

坂本 稔 堀米 遼太
よしもと　かずき ひなぢ りょうた

吉本一貴 日名地 亮太
ぐ ちんいん ほんだ　たくま

虞 嶔崟 本田拓馬
うらしま　あきら つぼい たつや

浦島　啓 壷井 達矢
きじま　ひろふみ こばやし まさや

貴島　啓文 小林将也
すがき　しげまさ ふじわら　まさつぐ

菅城成昌 藤原　政嗣
ちくら けいご どい かずや

千倉 佳吾 土井 嘉津也

Findability
Sciences株式会

アスワンplus（株）

旭市立第二中学校

ダイダン株式会社

株式会社シグマクシス

カワモト鍼灸整骨院

丸紅ネットワークソリューション
ズ株式会社

鹿島建設株式会社

川口市立在家小学校

横浜サイカパーキ
ング株式会社

(株)Neo Sports

株式会社久保商会

ニュートリー株式会社

きくち整形外科

株式会社グローブ・テック

三井物産株式会社

カネコ種苗株式会社

日本健康医療専門学校

ALSOK

山梨北整形外科

合同会社ＯＣＥＡＮ

経済産業省

株式会社センユウ
16

5

22

6
14

12
18

20

11

東村山道場

東京大学大学院

株式会社DNPデジタル
ソリューションズ

日本銀行

三菱商事ライフサイ
エンス株式会社

24

10

2 8

19

9

15

3
決勝

25 26
28

4

13 17
1 7

21 23

個人実戦競技（男子の部）  28人

優勝 第２位 第３位

三決

第４位

27

いなみ あきこ きせ　まり

稲見 安希子 木勢　茉莉
おざき　のりこ のぶはら りりか

尾﨑乃理子 延原リリカ
いいだ　あや うの　ゆきこ

飯田　あや 宇野友季子
やぎはし みづき やまが かずき

八木橋 みづき 山香 和希
やまぎわ　まほ えうだ みきこ

山際真穂 植田 美輝子

武蔵コーポレー
ション株式会社

髙松建設株式会社

創玄会 千葉メディカルセンター

2
6

4

個人実戦競技（女子の部）  10人

(株)日比谷アメニス アレ・ジャパン株式会社

東京大学 千葉大学大学院

株式会社ジェイアンドユー キヤノン株式会社
1

5
3

決勝

7 8
10

三決

9

優勝 第２位 第３位 第４位



なぐら　たかひろ おおはし まさよし

名倉崇広 大橋 正芳
こばやし まさや おおしま ゆうたろう

小林将也 大島 悠太郎
ふじわら　まさつぐ きじま　ひろふみ

藤原　政嗣 貴島　啓文
すがき　しげまさ あべ　しゅん

菅城成昌 阿部舜
いしい ともや うらしま　あきら

石井 友也 浦島　啓
さかもと　たくみ つかもと げんき

坂本　巧 塚本 元気
ひなぢ りょうた いたね　あきのり

日名地 亮太 板根晶規
たにがき ひろや はなおか　たかひろ

谷垣 博哉 花岡　雄大
やまぐち　かいと はなおか たくみ

山口海斗 花岡 拓海
丸紅株式会社 株式会社京葉銀行

2
10

12

5

三菱製鋼株式会社 旭市立第二中学校

(株)Neo Sports川口市立在家小学校

株式会社グローブ・テック 東京大学大学院
4

ALSOK
三菱商事ライフサイ

エンス株式会社

14

個人法形競技（男子の部）  18人

株式会社マイナビ 合同会社ＯＣＥＡＮ

日本健康医療専門学校 株式会社シグマクシス

Findability Sciences
株式会社

ダイダン株式会社

カワモト鍼灸整骨院 三菱商事株式会社

7
6

1 13

11 8
決勝

3
15 16

18
9

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

17

いなみ あきこ やまぎわ　まほ

稲見 安希子 山際真穂
やぎはし みづき こんどう あんな

八木橋 みづき 近藤 杏奈
のぶはら りりか やまが かずき

延原リリカ 山香 和希
うの　ゆきこ きせ　まり

宇野友季子 木勢　茉莉
キヤノン株式会社 アレ・ジャパン株式会社

千葉大学大学院
5

8

2 4

個人法形競技（女子の部）  8人

(株)日比谷アメニス 創玄会

武蔵コーポレー
ション株式会社

千葉大学医学部
附属病院

6
髙松建設株式会社

1
決勝

3

三決

7

優勝 第２位 第３位 第４位



きたはら きよし こばやし　まゆ

北原 喜代志 小林　真由
ほしの　なおこ ふなもと　こうせい

星野　菜穂子 船本　高正
エンディ フォーセット

Andy Fossett

個人法形（命）　有段者の部  5人

小淵沢カントリークラブ 大国屋電機工業

コラロ新百合ヶ丘 和歌山躰道巽クラブ

2
5

1
GMB Fitness

決勝

3

三決

4

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

金子 智一 堀米 遼太
おおすみ たくひろ うべ　まさひろ

大角 卓寛 宇部真広
かわむら　こお なぐら　たかひろ

河村康央 名倉崇広
日本銀行

1

個人法形競技　（制の法形）  6人

東村山道場 きくち整形外科

株式会社久保商会
株式会社商工組

合中央金庫

株式会社マイナビ

決勝

2
3 4

6

5

三決

優勝 第２位 第３位 第４位

ほり ひとみ いまいこういち

堀 ひとみ 今井　浩一
おおこし はると かわもと わたる

大越 晴斗 川元 亘
こおりやま　つよし みさわ　ゆい

郡山　剛 三澤　祐依
あおの　いずみ かじわら まさる

青野　泉 梶原 勝
むらた てつひこ やまのぐち しんじ

村田 哲彦 山之口 新司
おしかわ みすず ふじもと　たけみち

押川 美鈴 藤本　武道

株式会社ヨシムラジャパン アクア薬局

東京ブックランド 株式会社TACT

個人法形競技（新人の部）  12人

シエスタ 株式会社クレストンホーム

千葉県千葉土木事務所 川元住設5 7
1

決勝
3

9 10
12

2 4
6 8アフラック生命株式会社 YKK

聖隷佐倉市民病院 ワンズライフ提携代理店

三決

11

優勝 第２位 第３位 第４位

なまい まゆ おおはし ゆきえ

生井 麻結 大橋 友紀恵

個人法形競技（級位の部）  2人

横浜道場 Lulu-Limaネイル

決勝

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 競技監督

城西＆城南 木勢　茉莉 尾﨑乃理子 小林　真由
己錬館 植田 美輝子 八木橋 みづき 五十嵐 美南

団体実戦競技（女子）  2チーム

城西＆城南 己錬館

決勝

選手２ 選手３ 選手４
飯田　あや 山際真穂 宇野友季子

稲見 安希子 近藤 杏奈 山香 和希

第４位優勝 第２位 第３位

団体法形メンバー表

浜町道場 永井誠一郎 Andy Fossett 角田 寛幸 吉田 新 小松 寛

志錬会チーム 大橋 正芳 大橋 友紀恵 大角 卓寛 村田 哲彦 山之口 新司

1 浜町道場

団体法形競技  2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 志錬会チーム

優勝 ２位 ３位 ４位

団体名 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 補欠

団体実戦メンバー表
チーム名 選手１ 選手５ 競技監督

創玄会 宇部真広
己錬館A 林 元 大島 悠太郎 川元 亘
己錬館B 日名地 亮太 谷垣 博哉 増田 祐

決勝

1
2

石井 友也壷井 達矢

創玄会

己錬館A

己錬館B

団体実戦競技（男子）  3チーム

優勝 第２位 第３位 第４位

名倉崇広 佐藤幹 吉本一貴
虞 嶔崟 三宅 孝太郎 花岡 拓海

選手２ 選手３ 選手４

小林将也


