




 

 

 

ご 挨 拶 

 

コロナ禍に加え気候変動による暴風、豪雨、土砂災害、干ばつ、山火事等、地球規模で

起き続けている自然災害に遭われ被災された地域の皆様にお見舞いを申し上げると共に、

お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

去る八月八日に新天地、長野県立武道館の会場をお借りして無事執り行われた全国少年

少女、高校生大会に続き、この度、第 30回全国社会人大会が東京武道館にて開催される運

びとなりました。二年ぶりの開催にあたりご尽力頂いた関係者の皆様、大会実行委員会の

皆様方に衷心より感謝申し上げます。 

未知のウィルス感染症と共に生きるニューノーマル時代を迎え、働き方、暮らし方にも

大きな変化が起きています。リモートで非接触な社会環境が奨励される中、五感にどう刺

激が与えられているかにより一人一人の生活、テレワーク環境に違いが出てくるように思

えます。AI との共存で人の行動はより規則的、健康的であることが求められますが、人体

をプロセッサと置き換えれば、インプットされたものの組み合わせや掛け合わせによりア

ウトプットが導き出されることになり、受ける刺激の選択可、不可を含め、刺激の取り入

れ方、スムーズなオペレーション、他者との円滑なコミュニケーションは、心身の健康維

持に必要な生活のリズムを整える為に大切な役割を果たしていると言えます。 

未知のもの、不得手なものから学ぶことは多いとこれまで以上に気付かされる昨今、新

型ウィルスを含めた他者の多様性と多様な他者性に試されながらも適切な距離感を保ち、

対処することを心がけたいと思います。ライブ配信での全国大会ではスクリーンの大きさ

と位置によっては傍観してしまう自分の姿勢が崩れると気付き、少年少女、高校生の大会

時に反省をしました。会場の空気と自分の距離感をどう保つのか？これからのニューノー

マル時代にまずはそこから再考しようと思います。 

最後になりましたが、第 30回全国社会人大会に出場される選手皆様のご健闘をお祈りし、

挨拶とさせて頂きます。 
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大 会 次 第  

 

  

 

                  競    技            １０：００～  

                                                                                          

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 

命の法形競技（有段者の部） 

個人法形競技（男子の部） 

個人法形競技（女子の部） 

団体法形競技 

 

［予選Ａ・Ｂコート］ 

※ＡＢコートは1階第一武道場  ３階第二武道場は選手待機場所  

 

                                開  会  式                     １４：００～  

 

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]  

選手宣誓     植田 美輝子 [船橋市躰道協会] 

躰道五条訓    金子 智一  [東京多摩地区躰道協会]  

審判団紹介   

         

   

 

                       競      技                １４：３０～  

 

個人実戦競技（男子の部） 

個人実戦競技（女子の部） 

団体実戦競技（男子の部） 

団体実戦競技（女子の部） 

 

 

 

 
 

  



競技開始　　10:00～

個人法形（新人） 10：00～10：35 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） 10：35～10：45

1 1試合

表彰・清掃

制の法形 10：50～11：10 制の法形 10：50～11：05

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） 11：15～11：35 命の法形（有段者） 11：15～11：30

1、3、5 3試合 2、4 2試合

表彰・清掃 清掃

団体法形 11：40～12：00

表彰・清掃 2チーム

【休憩】 12：00～12：40 【休憩】 12：00～12：40

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）

団体法形

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）



男子個人法形 12：40～13：25 男子個人法形 12：40～13：25

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 13：30～13：55 女子個人法形 13：30～13：55

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

12：40～

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
三決

第４位

27

個人実戦競技（男子の部）  28人

優勝 第２位 第３位

13 17
1 7

21 23

24

10

2 8

19

9

15

3
決勝

25 26
28

4

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

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

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

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

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

9

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

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



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
三決

17

優勝 第２位 第３位 第４位

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

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

丸紅株式会社 株式会社京葉銀行

2
10

12

5

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

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

7

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

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



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

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

4

決勝

3

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

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

優勝 第２位 第３位 第４位

5

三決

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

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
三決

11

優勝 第２位 第３位 第４位

聖隷佐倉市民病院 ワンズライフ提携代理店

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

なまい まゆ おおはし ゆきえ

生井 麻結 大橋 友紀恵

優勝 第２位 第３位 第４位

決勝

個人法形競技（級位の部）  2人

横浜道場 Lulu-Limaネイル



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

第４位優勝 第２位 第３位

稲見 安希子 近藤 杏奈 山香 和希

選手２ 選手３ 選手４
飯田　あや 山際真穂 宇野友季子

団体実戦競技（女子）  2チーム

城西＆城南 己錬館

決勝

団体法形メンバー表

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

2 志錬会チーム

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

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

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 河村康央 吉本一貴
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

本田拓馬 名倉崇広 佐藤幹
虞 嶔崟 三宅 孝太郎 千倉 佳吾

選手２ 選手３ 選手４

小林将也

優勝 第２位 第３位 第４位

創玄会

己錬館A

己錬館B

団体実戦競技（男子）  3チーム

石井 友也壷井 達矢

決勝

1
2



所属地区名 氏名 段級位 勤務先等
埼玉県 坂本　巧 四段 川口市立在家小学校

林 元 四段 横浜サイカパーキング株式会社
日名地 亮太 四段 株式会社グローブ・テック

虞 嶔崟 弐段 株式会社センユウ
植田 美輝子 弐段 千葉メディカルセンター
稲見 安希子 弐段 (株)日比谷アメニス
壷井 達矢 弐段 カネコ種苗株式会社
花岡 拓海 弐段 株式会社京葉銀行
近藤 杏奈 初段 千葉大学医学部附属病院
山香 和希 弐段 髙松建設株式会社

三宅 孝太郎 弐段 株式会社DNPデジタルソリューションズ
千倉 佳吾 弐段 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社

大島 悠太郎 弐段 株式会社シグマクシス
石井 友也 弐段 三菱製鋼株式会社

八木橋 みづき 弐段 武蔵コーポレーション株式会社
小林将也 弐段 日本健康医療専門学校
谷垣 博哉 弐段 三菱商事ライフサイエンス株式会社
延原リリカ 弐段 千葉大学大学院
大越 晴斗 無級 千葉県千葉土木事務所
川元 亘 無級 川元住設
梶原 勝 無級 株式会社TACT

押川 美鈴 無級 聖隷佐倉市民病院
五十嵐 美南 二段 船橋市躰道協会

増田 祐 二段 船橋市躰道協会
永井誠一郎 五段 Factlabel
Andy Fossett 六段 GMB Fitness

堀 ひとみ 五級 シエスタ
角田 寛幸 五級 グラントホープ
吉田 新 五級 太陽石油
小松 寛 五級 Felicita

大橋 正芳 5段 合同会社ＯＣＥＡＮ
大橋 友紀恵 2級 Lulu-Limaネイル
大角 卓寛 4段 株式会社久保商会
村田 哲彦 無 アフラック生命株式会社

山之口 新司 無 YKK

第３０回　社会人躰道優勝大会　出場者一覧[順不動]

千葉県

東京城東



所属地区名 氏名 段級位 勤務先等
第３０回　社会人躰道優勝大会　出場者一覧[順不動]

河村康央 五段 日本銀行
山際真穂 五段 創玄会

宇野友季子 四段 キヤノン株式会社
宇部真広 四段 株式会社商工組合中央金庫
本田拓馬 四段 三井物産株式会社
名倉崇広 三段 株式会社マイナビ

小松慎太郎 三段 鹿島建設株式会社
佐藤幹 二段 東京大学大学院
阿部舜 二段 三菱商事株式会社

吉本一貴 二段 経済産業省
板根晶規 二段 東京大学大学院
山口海斗 二段 丸紅株式会社

尾﨑乃理子 初段 東京大学
浦島　啓 三段 旭市立第二中学校

金子 智一 六段 東村山道場
堀米 遼太 五段 きくち整形外科
塚本 元気 弐段 (株)Neo Sports
青野　泉 無級 東京ブックランド
郡山　剛 無級 株式会社ヨシムラジャパン

木勢　茉莉 二段 アレ・ジャパン株式会社
飯田　あや 三段 株式会社ジェイアンドユー
貴島　啓文 四段 ダイダン株式会社
藤原　政嗣 初段 Findability Sciences株式会社

星野　菜穂子 初段 コラロ新百合ヶ丘
三澤　祐依 無級 アクア薬局
小林　真由 6段 大国屋電機工業
花岡　雄大 二段 ALSOK

神奈川県 生井 麻結 3級 横浜道場
土井 嘉津也 4段 アスワンplus（株）

坂本 稔 4段 山梨北整形外科
北原 喜代志 5段 小淵沢カントリークラブ

油井　陽 四段 ニュートリー株式会社
今井　浩一 六級 株式会社クレストンホーム

京都府 菅城成昌 四段 カワモト鍼灸整骨院
藤本　武道 6級 ワンズライフ提携代理店
船本　高正 4段 和歌山躰道巽クラブ

愛知県

和歌山県

東京城南

東京多摩

東京城西

山梨県



第 30 回全国社会人躰道優勝大会要項(抜粋) 

1. 日時：令和元年 9 月 20 日(祝日月曜日） 午前 10 時（予選開始）～午後 4 時４０分（終了予定） 

2. 会場：東京武道館  〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-20-1 TEL 03-5697-2111 

3. 主催：特定非営利活動法人 日本躰道協会 

4. 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 体・陰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：捻体の法形 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：捻陰の法形 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) 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)  

6 個人実戦 男子の部 男子 予選１分・三決決勝 1 分 30 秒 初段以上 

  
    

7 〃 女子の部 女子 予選１分・三決決勝 1 分 30 秒 初段以上 

  
    

8 団体法形  1 チ－ム 5 名 躰道の法形から自由選択 段級位 

  
 (男女混合可) ※１チーム５名。 問わず 

9 団体実戦 男子の部 1 チ－ム 5 名 全試合時間 1 分 初段以上 

 
   ※1  

10 団体実戦 女子の部 1 チ－ム 5 名 全試合時間 1 分 初段以上 

  
  ※2  

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 

  
    

※1 申込チーム数が 16 チームを超える場合、実行委員会で抽選を行います。 

※2 申込人数・チーム数が 1 人または 1 チームの場合競技を中止いたします。 

※ 団体実戦は選手 5 名競技監督 1 名でチーム編成をしてください。 

構成選手が県地区複数にまたぐ場合、1 団体の申込書に選手をまとめてチーム名を記載してく

ださい。 

チーム名は地区又は道場名であることを原則に 8 文字以内とします。 

5. 出場資格：日本躰道協会に登録されている者で、「一般会員」は令和３年６月迄の協会費、「正会員」

は令和３年度の正会員費が支払済みで、大会時に出場費が支払われている者。 

会員は最低 3 カ月間の在籍とし、令和 3 年 4 月から登録されていること。 

6. 出場制限：個人種目の出場は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。 

7. 大会出場費：1 種目のみ申込 ５，０００円/人 2 種目以上申込 ６，０００円/人（保険料込み） 

※申込後の欠場や変更等で種目数が減った場合、大会出場費の返却はいたしません。 

※補欠の申し込みは出場種目数にカウントいたしません。 



8. 申し込み：県・地区躰道協会ごとの所属団体で申込とし、団体責任者が必要事項を明記し、 

必ず出場費を添えて、令和 3 年８月１１日（水）までに必着でお申し込みください。 

極力、メール添付のエクセル表でお申し込みお願いいたします。 

9. 集合時間：コロナ感染対策のため入場制限があり、後日発表するスケジュールをご確認ください。 

10. その他 

① 全ての選手は所属地区、所属協会が明確であり、正会員は令和３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 出場選手は大会当日、「健康保険証」を持参すること。 

④ 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。 

⑤ 団体実戦の競技監督者を申込書に記載し、当日の服装はスーツ着用のこと。（襟付きシャツを着

用とし、スーツ上着の着用はこだわりません） 

⑥ 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。URL：http://taido.gr.jp/competition/alljp/info_alljp51.html 

⑦ 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  

⑧ 本大会参加の個人情報および肖像権に関わる取り扱いについて 

○参加申し込みに記載された個人情報について 

大会プログラムへの掲載 

競技会場内外の試合結果などへの掲示及び選手紹介、アナウンス 

ホームページなどへの試合組み合わせや結果の表示 

大会結果を掲示するための広報への情報提供 

 〇競技記録の取り扱いについて 

  大会の結果は協会ホームページや広報（公の機関を含む）などで公開 

  大会記録として保管され、記録をして上位入賞者はパンフレットなどへ掲載 

 ○肖像権の取り扱いについて 

  協会が認めた撮影者がとった大会の写真やコメントなどは協会ホームページや 

  広報（公の機関やポスター、小冊子などを含む）などで公開 

※日本躰道協会及び大会実行委員会は取得した個人情報を上の使用目的以外に使用することは

ありません。また、試合の参加申込書の提出により、上の取り扱いに関するご承諾を得たも

のとしてさせて頂きます。 

⑨ 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てくだい。 

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。 

※ゼッケンには勤め先名と本人の氏名を明記ください。 

11.振込先（大会出場費） 

 ・銀行振込 ゆうちょ銀行 ０１９（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店  当座００４０６４６ 

   特定非営利活動法人 日本躰道協会 

12.申し込み・問い合わせ先 

〒164-0011 東京都中野区中央５－３８－１３エスエス 10 A702    

TEL 03-5342-2322     FAX 03-5342-2321 

e-mail: office@taido.gr.jp 

        実行委員長 石川欣一 



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 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

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 自由法形 団体実戦 団体実戦 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 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 櫻岡　育 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 中嶋　晶子 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 茂野 元博 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 丹野喜美男 佐々木拓真 清水よしえ 千葉健志

第 優勝 品格の浜町 星野菜穂子 大工原みゆき 嶋本幸之助 瀬藤　有希 刀禰　伯彬 山路祐美子 金子　智一 内山 仁志 金子　智一 瀬藤　有希 千葉 健志 金子 智一 内山 仁志 瀬藤 有希 千葉 健志

26 第２位 登録１４名栃木県人、 こんなに増えました 藤原政嗣 風岡史乃 上原弘之 平山愛子 芝波田邦博 櫻岡　育 内山仁志 丹野喜美男 佐々木拓真 山際　真穂 土井光司

回 第３位 デスティーノチーム 成島富美子 櫻岡　育 宮下　宏紀 奥山みなみ 荒井　和美 風岡史乃 北澤秀明 小関 宗伸 土井嘉津也 市原　智 二ノ宮健

第 優勝 品格の浜町 大橋友紀恵 町田啓允 名倉崇広 瀬藤　有希 田部英知 風岡史乃 北村幸則 小関宗伸 油井　陽 稲見安希子 二ノ宮健 二ノ宮健 土井光司 稲見安希子 山際真穂

27 第２位 多摩の名は。 亀井　良 近藤みづき 嶋本幸之助 稲見安希子 土井光司 榎本　至 金子智一 花岡拓海 本田拓馬 山際真穂 千葉健志

回 第３位 チーム東京多摩ママになっても躰道 榎本　至 上原弘之 飯田桜子 芝波田邦博 谷口嘉直 堀米遼太 鈴木智行 佐々木拓真 飯田桜子 土井光司

第 優勝 創玄会 大橋友紀恵 町田　啓允 上原　弘之 稲見　安希子 土井　光司 星野　菜穂子 金子　智一 創玄会 祝☆市原家応援隊 金子　智一 山際真穂 島宮　満 金子　智一 稲見　安希子 上原　弘之 土井光司

28 第２位 正統館 長縄　裕太 星野　菜穂子 名倉　崇広 瀬藤　有希 島宮　満 榎本　至 堀米　遼太 北里舞踏団 チーム縁～ENISHI～ 佐々木　秀彰 植田　美輝子 土井光司

回 第３位 ｅａｓｔ village mountain 山口　千鶴 風岡　史乃 齋藤　健太 飯田　桜子 荒井　和美 風岡　史乃 油井　陽 横浜道場withO 関東婦人会 油井　陽 平山　愛子 二ノ宮健

第 優勝 東京多摩 佐藤春馬 星野　菜穂子 上原　弘之 稲見　安希子 土井　光司 星野　菜穂子 金子　智一 福岡道場 己錬館 湊 宏司 田畑麻夜 土井光司 土井光司 稲見　安希子 金子　智一 湊 宏司

29 第２位 埼玉県 湊 茂治 藤原政嗣 齋藤　健太 瀬藤　有希 島宮　満 谷口嘉直 湊 宏司 創玄会 東京城西 金子　智一 植田　美輝子 山田大輔 上原　弘之

回 第３位 浜町道場 小田圭介 土志田愛 嶋本幸之助 平山 愛子 北原喜代志 高崎健一 東京多摩 土井嘉津也 稲見安希子 中谷靖

山梨正統館

創玄会チーム

横浜道場チーム

己錬館チーム

愛知県チーム

創玄会

山梨県チーム

チーム己錬館

チーム創玄会

愛知県チーム

愛知県チーム
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己錬館チーム

山梨正統館チーム

横浜道場チーム

山梨県チーム




