
トーナメント



＜7月31日（日）第３８回全国少年少女・第３５回全国高校生躰道優勝大会スケジュール＞

選手入館・・・・・・・・・午前8時00分（係員に従い速やかに入館すること）
選手集合・・・・・・・・・・・午前8時30分（躰道着着用で競技コートへ集合）開会式確認・準備体操等・審判長諸注意・熱中症について
開会式・・・・・・・・・・・午前9時00分
競技開始・・・・・・・・・午前9時40分

9：40 女子法形（小高） 9：40～10：07 女子法形（小高） 9：40～10：07 女子法形（中学） 9：40～10：07 女子法形（中学） 9：40～10：07 男子法形（小高） 9：40～10：16 男子法形（小高） 9：40～10：16

1.2.5-8.13.14.17 9試合 3.4.9-12.15.16.18 9試合 1.2.5-8.13.14.17 9試合 3.4.9-12.15.16.18 9試合 1-5.11-13.19.20.23 12試合 6-10.15-18.21.22.24 12試合

男子法形（中学） 10：10～10：30 男子法形（中学） 10：10～10：30 団体法形 10：10～11：20 高校男子法形 10：10～10：43 高校女子法形 10：19～10：37 高校女子法形 10：19～10：37

1-3.7-10.15.16.19 10試合 4-6.11-14.17.18.20 10試合 13チーム 1-11 11試合 1-3.7.8.11 6試合 4-6.9.10.12 6試合

.

11：00 男子法形（小低） 10：33～11：03 男子法形（小低） 10：33～11：03 女子法形（小低） 10：46～11：20 高校級位法形 10：40～10：55 高校新人法形 10：40～10：58

1-3.7-10.15.16.19 10試合 4-6.11-14.17.18.20 10試合 1-11 11試合 1-3.5.4 5試合 1-6 6試合

男子実戦（中学） 11：06～11：33 男子実戦（中学） 11：06～11：33 男子実戦（小高） 11：23～11：47 男子実戦（小高） 11：23～11：47 高校男子実戦 10：58～11：28 高校女子実戦 11：01～11：37

1.2.5-8.13.14.17 9試合 3.4.9-12.15.16.18 9試合 1.3-6.11.12.15 8試合 2.7-10.13.14.16 8試合 1-10 10試合 1-12 12試合

12：00 女子個実（中学） 11：36～11：57 女子個実（中学） 11：36～11：57 女子個実（小高） 11：50～12：08 女子個実（小高） 11：50～12：08 団体実戦 11：31～12：31 団体実戦 11：40～12:07

1-4.9.10.13 7試合 5-8.11.12.14 7試合 1-3.7.8.11 6試合 4-6.9.10.12 6試合 2,3,7,10 4試合 1,6 2試合

団体実戦 12：00～12：30 団体実戦 12：00～12：45

4,8 2試合 5,9,11 3試合

Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート Ｅコート Ｆコート



【休憩】

13:15 展開 13：15～13：57

12チーム

【三決・決勝】

14:00 団体法形 14：00～14：20

上位4チーム

男子法形（小低） 14：23～14：26 女子法形（小低） 14：23～14：26 男子法形（小低） 14：23～14：26 女子法形（小低） 14：23～14：26

22 13 21 12
男子法形（小高） 14：28～14：31 女子法形（小高） 14：28～14：31 男子法形（小高） 14：28～14：31 女子法形（小高） 14：28～14：31

26 20 25 19
男子法形（中学） 14：33～14：36 女子法形（中学） 14：33～14：36 男子法形（中学） 14：33～14：36 女子法形（中学） 14：33～14：36

22 20 21 19
高校新人法形 14：38～14：41 高校級位法形 14：38～14：41 高校新人法形 14：38～14：41 高校級位法形 14：38～14：41

8 7 7 6
高校男子法形 14：43～14：46 高校女子法形 14：43～14：46 高校男子法形 14：43～14：46 高校女子法形 14：43～14：46

13 14 12 13
男子実戦（小高） 14：48～14：51 女子実戦（小高） 14：48～14：51 男子実戦（小高） 14：48～14：51 女子実戦（小高） 14：48～14：51

18 14 17 13
男子実戦（中学） 14：53～14：56 女子実戦（中学） 14：53～14：56 男子実戦（中学） 14：53～14：56 女子実戦（中学） 14：53～14：56

18 16 17 15
高校男子実戦 14：58～15：01 高校女子実戦 14：58～15：01 高校男子実戦 14：58～15：01 高校女子実戦 14：58～15：01

12 14 11 13

展開競技 15：04～15：16

上位4チーム

団体実戦 15：19～15：34 団体実戦 15：19～15：34

15:30 13 12

15:50 【閉会式】

Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

Ａコート（決勝コート） Ｂコート（決勝コート） Ｃコート Ｄコート



あおやぎ　ぜろ かさい　れい

青柳　是呂 河西　令
ちば　あきさ かも　げんたろう

千葉　輝渚 加茂　元大朗
いわさき　りょうと はら　りゅうき

岩崎　亮翔 原 琉稀
つしま　けんせい たかはし　かい

對馬　健星 高橋　快
いいむら　こうた すがわら　ゆいま

飯村 厚太 菅原　唯真
やまかわ　まなと たかはし　ひだか

山川　愛斗 高橋　聖崇
みつい　かいら まつやま　しゅんや

三井　海羅 松山　隼也
いかがわ　たいち みやた　ちひろ

五十川　大智 宮田　千寛
たにはら　じんた さとう　ゆうま

谷原　尋太 佐藤　優真

【新潟県】 【山梨県】

【宮城県】 【静岡西部】

【山形県】 【青森県】

7
6

1 13

11 8
決勝

【青森県】 【新潟県】

【神奈川県】 【山形県】

【静岡西部】 【宮城県】

3
15 16

18
9

4 14

【新潟県】 【富山県】

【富山県】 【静岡東部】

12 2
10

5

【山梨県】 【神奈川県】

男子個人実戦競技(小学校高学年の部)  18人

17

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

ささき　なおき むらまつ　かんた

佐々木　尚希 村松　寛太
いしかわ　たかと まつだ　あるしん

石川　天翔 松田　有信
もちづき　まなと みうら　りゅうき

望月　真翔 三浦　琉輝
たにはら　ともや いいむら　たいち

谷原　朋也 飯村　太一
さかい　たくと たかはし　なおき

酒井　拓人 髙橋　尚樹
あかまつ　けいたろう あさはら　かんた

赤松　啓太郎 浅原　莞太
はたの　けんた かない　こうへい

波多野　堅太 金井　宏平
みかみ　ひろのり ほりい　だいや

三上　紘典 堀井　大也
どい　しゅんぷう そめや　れいと

土井　隼風 染谷　玲土
おがわ　たけと いわはし　しょうま

小川　彪斗 岩橋　翔馬

1 3

13 15

5
決勝

9

男子個人実戦競技(中学生の部)  20人

【宮城県】 【静岡西部】

【山形県】 【和歌山県】

【静岡西部】 【宮城県】

8 11

14 16

2 4
7 12

【青森県】 【山梨県】

【富山県】 【神奈川県】

【山形県】

【和歌山県】

【宮城県】 【千葉県】

【千葉県】

【青森県】

【山梨県】 【新潟県】

【新潟県】 【東京多摩】

17 18
20

6 10

三決

優勝 第２位 第３位 第４位

19



やまなか　みち そごう　いぶき

山中　美智 十河　衣芙季
あさい　みく ぐみざわ　くれは

浅井　美空 桾澤　紅葉
もちづき　まほ はやかわ　ほのか

望月　麻帆 早川　桜香
さとう　あゆ どい　みゆ

佐藤　杏優 土居　美結
さとう　えりさ おの　もえさ

佐藤　恵璃咲 小野　萌紗
あつみ　けい はしうら　かりん

渥美　景 橋浦　花林
ぐみざわ　かずは はが　あまね

桾澤　紀葉 芳賀　あまね
むらかみ　みずき あおやぎ　まりか

村上　海月 青柳　鞠花
【新潟県】

【千葉県】

【山形県】 【広島県】

10 12

4 8

13 14
16

3 7

1 5

9 11

2
決勝

6

【山梨県】 【神奈川県】

【東京城東】 【山梨県】

【静岡西部】

【宮城県】 【宮城県】

【山梨県】 【山形県】

【広島県】

【新潟県】 【静岡西部】

優勝 第２位 第３位 第４位

女子個人実戦競技(中学生の部)  16人

15

三決

しんどう　れいな たむら　みらい

進藤　玲那 田村　望来
たかはし　りおん きたはら　りのん

高橋　凛音 北原　りのん
しん　あおい ひらい　まき

進　蒼 平井　真樹
くどう　はな こんどう　まり

工藤　花 近藤　真凛
たかだ　はるな かじわら　みお

高田　遥菜 梶原　光桜
はやかわ　そよか さかた　ゆな

早川　颯香 坂田　弓奈
ひらい　まこ さとう　わかな

平井　真鼓 佐藤　和奏

【青森県】 【神奈川県】

【山形県】 【宮城県】

【千葉県】 【青森県】

5
11 12

2
14

8 6
10

3
【静岡西部】

【山梨県】 【山形県】

【宮城県】 【山梨県】

【埼玉県】 【静岡西部】

4
7

1 9
決勝

【静岡東部】

13

優勝 第２位 第３位 第４位

女子個人実戦競技(小学校高学年の部)  14人

三決



おのでら　りゅうしょう ひしや　りゅうせい

小野寺　龍将 菱屋　龍成
そめや　れいと ながお　まさひで

染谷　玲土 長尾　政秀
いしい　はやて たにはら　ともや

石井　颯 谷原　朋也
かない　こうへい かんべ　しゅうへい

金井　宏平 神邊　柊兵
こや　ただと せいの　はると

小屋　忠士 清野　暖人
みかみ　ひろのり あかまつ　けいたろう

三上　紘典 赤松　啓太郎
きたがわ　そうだい きたむら　だいち

北川　創大 北村　大地
ふなやま　しょうき さかい　たくと

船山　翔貴 酒井　拓人
まつだ　あるしん あさはら　かんた

松田　有信 浅原　莞太
つじぐち　じょう ささはら　ぜんき

辻口　丈 笹原　善輝
すぎやま　ゆうじろう すぎやま　とわ

杉山　優二郎 杉山　音羽

【山梨県】 【山形県】

【青森県】 【和歌山県】

2 11
8

決勝

19

【宮城県】 【山梨県】

【千葉県】 【静岡西部】

【山形県】 【富山県】

10 14
1 4

15 17
【東京多摩】 【宮城県】

【埼玉県】 【宮城県】

【和歌山県】 【青森県】

12
7 5

16 18

3 6
9 13

男子個人法形競技(中学生の部)  22人

【新潟県】 【静岡西部】

20
22

【神奈川県】 【新潟県】

【静岡西部】 【千葉県】

三決

21

優勝 第２位 第３位 第４位

あおやぎ　ぜろ さとう　じゅき

青柳　是呂 佐藤　寿樹
おがわ　まさと やまざき ゆきと

小川　優人 山﨑 夢樹斗
さくらい　こうた おかざき　まひろ

櫻井　晃太 岡崎　真拓
つじぐち　つよし おの　たいき

辻口　剛 小野　大輝
にしかわ　ぜん たにはら　じんた

西川　然 谷原　尋太
ちば　あきさ きむら　しんせい

千葉　輝渚 木村　心星
さとう　ゆうま まるいし　たいせい

佐藤　優真 丸石　大生
みやた　ちひろ こや　ただせ

宮田　千寛 小屋　忠世
さわい　そうま 16 きたむら　たくと

沢井　蒼真 北村　拓途
いとう　ゆうた ふくしま　ゆうせい

伊藤　優太 福島　優生
いしかわ　ゆう おぜき　れいりょう

石川　悠 尾関　玲良
やまだ　けいた よしだ　まひろ

山田　敬汰 吉田　真都
こんどう　わたる かつやま　けいすけ

近藤　亘 勝山　敬介

【新潟県】 【埼玉県】

【山梨県】 【千葉県】

【静岡西部】 【宮城県】

11 15
1 6

19 21
【埼玉県】 【山形県】

【和歌山県】 【富山県】

【宮城県】 【青森県】

2 7
12

決勝
18

23 24 8
26

【静岡東部】

【新潟県】

【千葉県】 【神奈川県】

【和歌山県】

【富山県】 【山梨県】

【静岡西部】

3

14

4 9

20 22
【山形県】 【愛知県】

【青森県】 【新潟県】

【神奈川県】 【静岡西部】

5 10
13 17

男子個人法形競技(小学校高学年の部)  26人

三決

25

優勝 第２位 第３位 第４位



おの　もえさ もちづき　まほ

小野　萌紗 望月　麻帆
いとう　かえで あさい　みく

伊藤　楓 浅井　美空
はやかわ　ほのか おの　すずか

早川　桜香 小野　涼花
むらかみ　みずき やまなか　みち

村上　海月 山中　美智
たのうえ　まさき あおやぎ　まりか

田上　晶希 青柳　鞠花
たかはし　かの あつみ　けい

高橋　華野 渥美　景
なかじょう　かのん あきやま　ゆか

仲條　奏音 秋山　友香
いそがい　みき みなもと　せあら

礒谷　美季 源　晴新
さとう　さくや どい　みゆ

佐藤　沙玖夜 土居　美結
そごう　いぶき さとう　あや

十河　衣芙季 佐藤　彩

【静岡西部】

【宮城県】 【東京城東】

【千葉県】 【山形県】

【静岡西部】

8 11
1 3

13 15
【広島県】 【山梨県】

【和歌山県】 【新潟県】

【新潟県】 【宮城県】

5
決勝

9

17 18
20

6 10
【山形県】 【静岡西部】

【愛知県】 【和歌山県】

【静岡西部】 【広島県】

14 16

2 4
7 12

【神奈川県】 【山形県】

女子個人法形競技(中学生の部)  20人

三決

19

優勝 第２位 第３位 第４位

たなか　さほ むろい　はな

田中　咲帆 室井　花奈
さかた　ゆな たかはし　りおん

坂田　弓奈 高橋　凛音
かとう　すずは くぼた　さくら

加藤　鈴葉 久保田　桜
やまざき ゆな やまもと　ちほり

山﨑 夢雛 山本　千穂里
かじわら　みお たかだ　はるな

梶原　光桜 高田　遥菜
おかだ　かほ ひらい　まこ

岡田　歌歩 平井　真鼓
こんどう　まり ふくし　ひな

近藤　真凛 福士　陽菜
ひらい　まき はやかわ　そよか

平井　真樹 早川　颯香
たむら　みらい しょうじ　なほ

田村　望来 精進　菜歩
さとう　わかな たのうえ　たまき

佐藤　和奏 田上　珠希

【千葉県】 【埼玉県】

【宮城県】 【山形県】

【和歌山県】 【新潟県】

【青森県】 【宮城県】

【新潟県】 【神奈川県】

8 11
1 3

13 15

5
決勝

9

17 18
20

【山梨県】 【静岡西部】

【青森県】【神奈川県】

【静岡西部】 【千葉県】

【山形県】 【山梨県】

【静岡東部】 【和歌山県】

6 10

14 16

2 4
7 12

優勝 第２位 第３位 第４位

女子個人法形競技(小学校高学年の部)  20人

三決

19



そごう　ともはる おかむら　けんや

十河　倫玄 岡村　健矢
ひらい　たくむ だいくはら　ゆう

平井　拓夢 大工原　優羽
わたなべ　はると やまだ　ひかる

渡邉　温斗 山田　光流
さとう　さとき つしま　りょうせい

佐藤　里樹 對馬　諒星
こん　むさし かとう　だいむ

今　夢蔵 加藤　大夢
おりうち しどう おのでら　ゆうが

折内 志道 小野寺　優向
くにみ　たいき いまい　ともあき

國見　泰輝 今井　智章
あだち　みきや やまもと　おおじろう

足立　樹哉 山本　大治朗
ささき　りゅうのすけ えのもと　こうき

佐々木　颯之介 榎本　耕己
ささき　だいき くにみ　まさき

佐々木　大輝 國見　将輝
つしま　しゅんさく みつい　こうだい

津島　舜咲 三井　煌大

【神奈川県】 【山形県】

【山梨県】 【神奈川県】

【新潟県】 【埼玉県】

10 14
1 4

【山形県】 【青森県】

【青森県】 【新潟県】

【千葉県】 【宮城県】

15 17

2 11
8

決勝

19 20
22

【広島県】 【山梨県】

【和歌山県】

【千葉県】

【宮城県】 【和歌山県】

【静岡西部】

【埼玉県】 【神奈川県】

【山梨県】

12
7 5

16 18

3 6
9 13

男子個人法形競技(小学校低学年の部)  22人

三決

21

優勝 第２位 第３位 第４位

まつだ　にこ まるやま　ゆい

松田　日子 丸山　弓依
やまぐち さえ むらかみ　あまね

山口 紗永 村上　海音
ささもり いろは ふくい ゆら

笹森 彩花 福井 由桜
かんべ　ひかり つかごし　かりん

神邊　ひかり 塚越　香凜
もちづき　まほ ほそだ　ゆいり

望月　真歩 細田　侑衣里
たかだ　あやね こまつ　ゆう

髙田　絢音 小松　優
こや　ゆうり

小屋　優里

【和歌山県】 【山形県】

【千葉県】 【広島県】

【青森県】

【山梨県】

【山形県】 【宮城県】

【千葉県】

【宮城県】 【埼玉県】

【静岡西部】

【山梨県】

優勝 第２位 第３位 第４位

1
決勝

4

女子個人法形競技(小学校低学年の部)  13人

三決

12

5
9

7

6 8

3

10 11
13

2



宮城県A

静岡県西部B

山形県B

新潟県A

青森県

団体実戦競技  13チーム

山梨県B山梨県A

宮城県B神奈川県B 6 8
1

決勝
4

山形県A

優勝 第２位 第３位 第４位

三決

12

静岡県西部A

2 5
9

7

3

神奈川県A
10 11

13

新潟県B



※競技順番は昨年の大会実績と実行委員会で抽選を行いました

--

10

11

12

13

14

静岡県西部

宮城県

山形県A

和歌山県A

16

決　　勝

No. 団体名 主審 副審 副審 場外減点 合計得点 順位

1

2

優勝 ２位 ３位

4

４位

19

3

2 和歌山県B

20

3 山形県B

18

17

4 埼玉県A

15

5

6

7

8

9

新潟県B

千葉県

埼玉県B

新潟県A

山梨県A

1 山梨県B

団体法形競技  13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



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No.

1

2

3

4

優勝 ２位 ３位 ４位

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

山梨県A

静岡県西部A

宮城県A

新潟県A

和歌山県

山形県A

山梨県B

埼玉県

山形県B

新潟県B

宮城県B

静岡県西部B

団体展開競技  12チーム

予　　選

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



＜大会結果・・・・ 第３８回全国少年少女躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位

総合

団体実戦競技

団体法形競技

団体展開競技

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)



団体 団体

中学 小高 中学 小高 中学 小高 小低 中学 小高 小低 実戦 法形

北海道

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

栃木県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京城東

東京城西

東京城南

東京城北

東京多摩

神奈川県

山梨県

富山県

新潟県

静岡東部

静岡西部

愛知県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

鳥取県

広島県

徳島県

福岡県

沖縄県

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

＊１位・・・１０点  ２位・・・６点  ３位・・・３点  ４位・・・１点

同位の場合には、優勝→２位→３位→４位の順で多い方を上位とします。同位の場合には、優勝→２位→３位→４位の順で多い方を上位とします。

第３８回全国少年少女躰道優勝大会　得点表＜総合＞

男子実戦 女子実戦 男子法形 女子法形
展開地区名 合計点 順位



さとう　せいじ きたざわ　うみ

佐藤　青磁 北沢　有海

こんどう　ゆうせい おの　しゅうま

近藤　祐生 小野　柊真

もりした　けんた しんどう　だいき

森下　健太 新藤　大輝

さとう　はやと むらまつ　しゅんのすけ

佐藤　颯人 村松　俊之介

はしもと　かずき ほさか　なおと

橋本　知輝 保坂　直人

ちば　うりゅう ひろせ　まさと

千葉　海琉 広瀬　将人

【山形県】 【山梨県】

【静岡西部】 【山形県】

【山梨県】 【山梨県】

5 7

1
決勝

3

9 10
12

【宮城県】 【静岡西部】

【山梨県】

2 4

6 8 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

三決

高校生　男子個人実戦競技  12人

11

優勝 第２位 第３位 第４位

さとう　あい あつみ　ひな

佐藤　愛 渥美　日菜
ねぎし　ちはる さとう　まゆ

根岸　千陽 佐藤　真優
さいとう　ゆい はたけやま　そらき

齊藤　ゆい 畠山　宙林
むらかみ　かいり こばやし　ゆり

村上　海里 小林　夕莉
まるやま　はな ねぎし　なお

丸山　羽南 根岸　奈央
こんどう　じゅり おかむら　ともか

近藤　壽凛 岡村　朋香
はせがわ　ことね いしはら　あかり

長谷川　琴音 石原　朱莉

【広島県】 【山形県】

【山形県】

【山形県】 【宮城県】

【神奈川県】 【山形県】

【山形県】 【東京多摩】

4
7

1 9
決勝

5
11

【神奈川県】

【神奈川県】 【山形県】

【静岡西部】 【山梨県】

第２位 第３位 第４位

三決

高校生　女子個人実戦競技  14人

13

優勝

12
2

14

8 6
10

3



せの　じゅんすけ ひろせ　まさと

瀬野　淳介 広瀬　将人
もりした　けんた はしもと　かずき

森下　健太 橋本　知輝
さとう　はやと さとう　せいじ

佐藤　颯人 佐藤　青磁
ちば　うりゅう こんどう　ゆうせい

千葉　海琉 近藤　祐生
むらまつ　しゅんのすけ しんどう　だいき

村松　俊之介 新藤　大輝
ほさか　なおと きたざわ　うみ

保坂　直人 北沢　有海
おの　しゅうま

小野　柊真

【和歌山県】 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

【宮城県】 【山形県】

【山梨県】 【静岡西部】

【静岡西部】 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

【山形県】
3

優勝 第２位 第３位 第４位

高校生　男子個人法形競技  13人

三決

12

6 8
1

決勝
4

10 11
13

2 5
9

7

さとう　あい さとう　まゆ

佐藤　愛 佐藤　真優
こんどう　じゅり ねぎし　ちはる

近藤　壽凛 根岸　千陽
はたけやま　そらき こばやし　ゆり

畠山　宙林 小林　夕莉
あつみ　ひな いしはら　あかり

渥美　日菜 石原　朱莉
ねぎし　なお おかむら　ともか

根岸　奈央 岡村　朋香
さいとう　ゆい むらかみ　かいり

齊藤　ゆい 村上　海里
はせがわ　ことね みなもと　かれん

長谷川　琴音 源　華恋

【山形県】 【山形県】

【神奈川県】 【神奈川県】

【東京多摩】 【山形県】

【山形県】 【広島県】

【宮城県】 【山梨県】

【神奈川県】 【山形県】

【静岡西部】 【和歌山県】

優勝 第２位 第３位 第４位

高校生　女子個人法形競技  14人

三決

13

4
7

1 9
決勝

8 6
10

3

5
11 12

2
14



かとう　まさや つねた　あつし

加藤　雅也 常田　睦
つねた　かなえ ふじい　しょうりゅう

常田　奏 藤井　奨隆
やまざき　ゆうた こばやし　かえで

山崎　雄太 小林　楓
どい　なお

土居　直生

【埼玉県】 【青森県】

【青森県】 【和歌山県】

【埼玉県】 【埼玉県】

【広島県】

優勝 第２位 第３位 第４位

高校生　級位個人法形競技  7人

三決

6

2

1
決勝

3

5 4
7

たかはし　ゆうや ふるかわ　たかひろ

髙橋　佑弥 古川　喬大
はしぐち　めぐみみ しむら　ゆうき

橋口　恵実 志村　友規
あべ　としき あおき　りき

安部　俊希 青木　利樹
すずき　とおる てらだ　こうた

鈴木　透 寺田　孝汰

【埼玉県】 【埼玉県】

【山梨県】 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

【山梨県】 【山梨県】

優勝 第２位 第３位 第４位

高校生　新人法形競技  8人

三決

7

2 4

1
決勝

3

5 6
8



＜大会結果・・・・ 第３５回全国高校生躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位

新人法形

最優秀選手賞

優秀選手賞

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形

級位法形


