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＜大会結果・・・・ 第31回 全国社会人躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ４位
あぶらい　あきら おおしま　ゆうたろう みなと　こうじ かねこ　ともかず

油井陽 大島　悠太郎 湊宏司 金子　智一
ニュートリー株式会社 株式会社シグマクシス 気象庁 東村山道場

きせ　まり いなみ　あきこ いのまた　ひな いいだ　あや
木勢茉莉 稲見　安希子 猪股　雛 飯田あや

株式会社ジ・アイ 株式会社日比谷アメニス 山梨正統館 株式会社ジェイアンドユー
さいとう　けんた やまぐち　かいと なぐら　たかひろ おおしま　ゆうたろう

齋藤健太 山口海斗 名倉崇広 大島　悠太郎
株式会社ディー・エヌ・エー 丸紅株式会社 株式会社マイナビ 株式会社シグマクシス

きせ　まり いなみ　あきこ やぎはし　みづき こじま　あかり
木勢茉莉 稲見　安希子 八木橋みづき 小島　あかり

株式会社ジ・アイ 株式会社日比谷アメニス 株式会社LabBase プライムデリカ株式会社
おおこし　はると かわもと　わたる しゅう いくきょう おしかわ　みすず

大越　晴斗 川元　 亘 周  郁強 押川　美鈴
千葉県千葉土木事務所 川元住設 グリーンカルチャー株式会社 千葉県

えびはら　かい むらた　てつひこ みなと　しげはる
海老原　魁 村田　哲彦 湊茂治

山梨大学大学院 アフラック生命株式会社 株式会社ヤガミ
しまみや　みつる ほしの　なおこ おくたに　まみ きたはら　きよし

島宮満 星野菜穂子 奥谷真美 北原　喜代志
(株)島宮 コラロ新百合ヶ丘 創玄会 小淵沢カントリークラブ

いしい　げんき こやじま　こうへい かねこ　ともかず おぜき　たかのぶ
石井元樹 小矢島　皓平 金子　智一 小関宗伸

日本赤十字社医療センター （株）神田製作所 東村山道場 甲賀病院
どい　みつじ にのみや　けん まつもと　しょうへい やまだ　だいすけ
土井　光司 二ノ宮　健 松本　昇平 山田　大輔

（有）高橋製作所 株式会社　カインズ 日本ヒューレット・パッカード合同会社 三菱製紙株式会社
しもん　まや こばやし　まゆ ほしの　なおこ おおはし　ゆきえ
シモン　麻夜 小林真由 星野菜穂子 大橋　友紀恵

清瀬上宮保育園 正統館 コラロ新百合ヶ丘 Lulu-Limaネイル

団体実戦（男子） 創玄会 己錬館B 己錬館A 山梨正統館

団体実戦（女子） 己錬館A 東京城西地区 己錬館B

団体法形 創玄会 港区道場 新潟県躰道協会 己錬館

殊勲賞 石井元樹 日本赤十字社医療センター

敢闘賞 大越　晴斗 千葉県千葉土木事務所

技能賞 土井　光司 （有）高橋製作所

木勢茉莉
株式会社ジ・アイ

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形

最高師範杯

命法形（有段者）

個人法形　制の法形

壮年実戦　男子

個人法形　新人

個人法形　級位

壮年実戦　女子



かねこ　ともかず さかもと　みのる

金子　智一 坂本　稔
やまね　こうせい 29 しおや　ゆうた

山根　光生 塩谷優太
いしばし　たくみ こばやし　まさや

石橋　拓実 小林　将也
ぐ　ちんいん なみき　まさし

虞 嶔崟 並木將志
ふるた　かずゆき わかばやし　ひろと

古田一行 若林 宏斗
ながい　けんたろう つかもと　げんき

永井健太郎 塚本　元気
さかもと　たくみ りょうもと　まさき

坂本巧 良本真基
ほんだ　たくま ちくら　けいご

本田拓馬 千倉 佳吾
しろまたいが さとう　まこと

城間大賀 佐藤　誠
たかせ　ゆうや おぜき　たかのぶ

高瀬  友哉 小関宗伸
　こばやし　まさひろ たにがき ひろや

小林　雅宏 谷垣  博哉
わたぬき　じょう とみまつ　りょうた

綿　貫成 富松亮太
おおはし　まさよし みなと　こうじ

大橋　正芳 湊宏司
どい　かずや あぶらい　あきら

土井　嘉津也 油井陽
たかまつ　だいち 株式会社クニエ せのうえ　ともや 東京大学大学院
高松大地 瀬上智也
みやけ　こうたろう 株式会社DNPデジタルソリューションズ らち　そうた 山梨大学大学院
三宅　孝太郎 良知　颯太
かねこ　ゆうた パーソナルジムREJURL ひなぢ　りょうた 株式会社グローブ・テック

金子　勇太 日名地亮太
つかだ　なおや 港区道場 もちだ　しょう 獏天
塚田直也 持田　翔
ささき　ひであき 株式会社セールスフォース・ジャパン このま　かずや 株式会社　せいだ

佐々木秀彰 木間　和也
おがわ　たけと 株式会社　関電工 はやし　げん サイカパーキング株式会社

小川　彪斗  林　元
こまつ　しんたろう 鹿島建設株式会社 なぐら　たかひろ 株式会社マイナビ

小松慎太郎 名倉崇広
いしい　げんき 日本赤十字社医療センター 35 したや　だいすけ アイン薬局　本厚木店

石井元樹 下屋大輔
しみず　ひでのり 鈴与シンワート株式会社 おおすみ　たくひろ 株式会社久保商会

清水　秀典 大角　卓寛
なかじま　しょうへい TREホールディングス株式会社 つぼい　たつや カネコ種苗株式会社

中嶋尚平 壷井　達矢
はなおか　たかひろ ＡＬＳＯＫ きじま　ひろふみ ダイダン株式会社

花岡雄大 貴島啓文
おおしま　ゆうたろう 株式会社シグマクシス ほりごめ　りょうた きくち整形外科
大島　悠太郎 堀米　遼太

第４位

気象庁
金子　智一
かねこ　ともかず みなと　こうじ

湊宏司51
東村山道場

東村山道場

あぶらい　あきら おおしま　ゆうたろう みなと　こうじ かねこ　ともかず

油井陽 大島　悠太郎 湊宏司 金子　智一

東村山道場

シャープ株式会社

関東学院六浦中学高
等学校

株式会社センユウ

アビームコンサル
ティング株式会社

個人実戦競技（男子の部）  52人

ニュートリー株式会社 株式会社シグマクシス 気象庁

優勝 第２位 第３位

三決

21

1 11

37 41

2 12

22 30

3 13

だんだん会

（株）PacRim

アスワンplus(株)

神戸福生会

日本健康医療専門学校

株式会社ゲートオ
ンロジスティクス

千葉大学大学院

(株)Neo　Sports

株式会社野村総合研究所

日本マイクロソフト株式会社

佐川急便株式会社

甲賀病院

三菱商事ライフサイエンス株式会社

東日本電信電話株式会社

明治大学

三井物産株式会社

川口市立在家小学校

沖縄県躰道協会

ユニアデックス 株式会社

45 47

23 31

4

気象庁

ニュートリー株式会社

福田刃物工業（株）

東京大学大学院

14

38 42

5 15

24 32
決勝

6 16

39 43

7 17

26 34

49 50
52

25 33

9 19

40 44

10 20

28 36

46 48

8 18

27



きせ　まり いいだ　あや

木勢茉莉 飯田あや
のぶはら　りりか いしの　かほ

延原　リリカ 石野　果穂
こんどう　みづき おおさわ　かほ

近藤　みづき 大澤夏帆
こんどう　あんな しみず　よしえ

近藤　杏奈 清水　佳江
うの　ゆきこ さの　ゆみ

宇野友季子 佐野　由実
いのまた　ひな やまが　かずき

猪股　雛 山香　和希
ほしな　ひろ ほそかわ　うらら

保科　妃呂  細川 うらら
おおこし　みさき はたけやま　なつみ

大越美咲 畠山　夏実
うえだ　みきこ いなみ　あきこ

植田 美輝子 稲見　安希子

いのまた　ひな
山梨正統館

いいだ　あや
株式会社ジェイアンドユー

猪股　雛 17 飯田あや

株式会社ジ・アイ 株式会社日比谷アメニス 山梨正統館 株式会社ジェイアンドユー

優勝 第２位 第３位 第４位
きせ　まり いなみ　あきこ いのまた　ひな いいだ　あや

木勢茉莉 稲見　安希子 猪股　雛 飯田あや

三決

第一生命保険株式会社 株式会社ニップン

株式会社エービーシー商会 生活協同組合パルシステム連合会

千葉メディカルセンター 株式会社日比谷アメニス

4 14

12 2

10

5

髙松建設株式会社

個人実戦競技（女子の部）  18人

株式会社ジ・アイ 株式会社ジェイアンドユー

千葉大学大学院 横浜市

カリスタ株式会社 東京大学大学院

千葉大学附属病
院

千葉県済生会習志野病院

キヤノン株式会社 中央市立玉穂南小学校

山梨正統館

7

6

1 13

11 8
決勝

3

15 16
18

9



どい　みつじ にのみや　けん

土井　光司 二ノ宮　健
ふじわら　まさつぐ きむら　ひでのり

藤原政嗣 木村　英憲
いけだ　けんた やすむら　こうじ

池田　賢大 安村幸治
まつもと　しょうへい やまだ　だいすけ

松本　昇平 山田　大輔

（有）高橋製作所 株式会社　カインズ 日本ヒューレット・パッカード合同会社 三菱製紙株式会社

優勝 第２位 第３位 第４位
どい　みつじ にのみや　けん まつもと　しょうへい やまだ　だいすけ

土井　光司 二ノ宮　健 松本　昇平 山田　大輔

三決

まつもと　しょうへい 日本ヒューレット・パッカード合同会社 やまだ　だいすけ 三菱製紙株式会社
松本　昇平 7 山田　大輔

個人実戦競技　（壮年の部）　男子  8人

（有）高橋製作所 株式会社　カインズ

Findability Sciences株式会社 木村興業

ヴァニラウェア有限会社

日本ヒューレット・パッカード合同会社 三菱製紙株式会社

川崎市役所

2 4

1
決勝

3

5 6
8



しもん　まや おおはし　ゆきえ

シモン　麻夜 大橋　友紀恵
ほしの　なおこ こばやし　まゆ

星野菜穂子 小林真由

個人実戦競技　（壮年の部）　女子  4人

清瀬上宮保育園 Lulu-Limaネイル

コラロ新百合ヶ丘 正統館

決勝

1 2
4

第４位

三決

ほしの　なおこ コラロ新百合ヶ丘 おおはし　ゆきえ Lulu-Limaネイル
星野菜穂子 3 大橋　友紀恵

優勝 第２位 第３位

清瀬上宮保育園 正統館 コラロ新百合ヶ丘 Lulu-Limaネイル

しもん　まや こばやし　まゆ ほしの　なおこ おおはし　ゆきえ

シモン　麻夜 小林真由 星野菜穂子 大橋　友紀恵



なぐら　たかひろ 3 3 おおしま　ゆうたろう

名倉崇広 大島　悠太郎
ふじわら　まさつぐ 0 2 3 1 たけうち　ともかず

藤原政嗣 竹内智一
わたぬき　じょう 0 0 かねこ　ゆうた

綿　貫成 3 0 0 2 金子　勇太
つかだ　なおや 3 0 しみず　ひでのり

塚田直也 0 0 清水　秀典
つかもと　げんき あべ　しゅん

塚本　元気 0 1 3 阿部舜
はなおか　たくみ 0 0 やぎゅう　ひろつぐ

花岡　拓海 3 柳生洋次
さきま　たいし 2 3 0 3 したや　だいすけ

先間　泰史 1 3 下屋大輔
わかばやし　ひろと 3 やまぐち　かいと

若林 宏斗 1 0 3 山口海斗
まつだ　ゆうた 2 たにがき ひろや

松田勇太 3 0 谷垣  博哉
いしい　ともや 2 いしばし　たくみ

石井　友也 1 石橋　拓実
はなおか　たかひろ 2 3 0 こばやし　まさや

花岡雄大 0 小林　将也
やまね　こうせい 3 3 きじま　ひろふみ

山根　光生 1 3 0 貴島啓文
さいとう　けんた しろまたいが

齋藤健太 3 0 0 城間大賀
ひなぢ　りょうた

3 日名地亮太

3 0

26 大島　悠太郎

三決

港区道場 鈴与シンワート株式会社

株式会社シグマクシス

優勝 第２位 第３位 第４位
さいとう　けんた やまぐち　かいと なぐら　たかひろ おおしま　ゆうたろう

株式会社ディー・エヌ・エー 丸紅株式会社 株式会社マイナビ
齋藤健太 山口海斗 名倉崇広 大島　悠太郎

なぐら　たかひろ
株式会社マイナビ

おおしま　ゆうたろう
株式会社シグマクシス

名倉崇広

個人法形競技（男子の部）  27人

株式会社マイナビ 株式会社シグマクシス

Findability Sciences株式会社 東京大学大学院12 16

1 6
東京大学大学院 パーソナルジムREJURL

27

丸紅株式会社

日本健康医療専門学校

シャープ株式会社 ダイダン株式会社

株式会社ディー・エヌ・エー

千葉大学大学院

沖縄県躰道協会

株式会社グローブ・テック

ＡＬＳＯＫ

三菱製鋼株式会社 関東学院六浦中学高等学校

住友ベークライト株式会社 三菱商事ライフサイエンス株式会社

15

5 23

14

11

17

9

4 19

21 10

20 22

2 7

13

18
決勝

(株)Neo　Sports 三菱商事株式会社

いせしま森林組合株式会社京葉銀行

防衛医科大学校病院 アイン薬局　本厚木店

8

24 25

3



いなみ　あきこ 3 うの　ゆきこ

稲見　安希子 0 宇野友季子
ほしな　ひろ 0 3 こんどう　あんな

保科　妃呂 0 近藤　杏奈
おおこし　みさき 0 3 こじま　あかり

大越美咲 3 3 小島　あかり
おおはし　ゆきえ 0 3 すずき　ゆりえ

大橋　友紀恵 0 鈴木　柚里絵
やまが　かずき 0 0 3 3 ただ　みちこ

山香　和希 3 0 多田倫子
うえだ　みきこ 0 なかむら　みなみ

植田 美輝子 0 0 中村　陽美
はたけやま　なつみ 3 0 かしわばら　あすか

畠山　夏実 3 柏原　あすか
ほそかわ　うらら 0 3 きせ　まり

 細川 うらら 3 木勢茉莉
やぎはし　みづき 3

八木橋みづき

3 0

木勢茉莉 稲見　安希子 八木橋みづき 小島　あかり
株式会社ジ・アイ 株式会社日比谷アメニス 株式会社LabBase プライムデリカ株式会社

優勝 第２位 第３位 第４位
きせ　まり いなみ　あきこ やぎはし　みづき こじま　あかり

三決

やぎはし　みづき
株式会社LabBase

こじま　あかり
プライムデリカ株式会社

八木橋みづき 16 小島　あかり

千葉メディカルセンター 埼玉県立特別支援学校塙保己一学園

生活協同組合パルシステム連合会 茨城県立伊奈特別支援学校

株式会社ニップン 株式会社ジ・アイ
9

4 13

11 8

株式会社LabBase

個人法形競技（女子の部）  17人

株式会社日比谷アメニス キヤノン株式会社

第一生命保険株
式会社

千葉大学附属病
院

5

3

髙松建設株式会社 株式会社ステップ

プライムデリカ株式会社

1 12

10 6
決勝

2

14 15
17

7

Lulu-Limaネイル 芸能事務所 LEOPARD STEEL

株式会社エービーシー商会



しまみや　みつる 3 3 ほしの　なおこ

島宮満 3 0 星野菜穂子
おくたに　まみ きたはら　きよし

奥谷真美 0 0 北原　喜代志

3 0

優勝 第２位 第３位 第４位
しまみや　みつる ほしの　なおこ おくたに　まみ きたはら　きよし

島宮満 星野菜穂子 奥谷真美 北原　喜代志
(株)島宮 コラロ新百合ヶ丘 創玄会 小淵沢カントリークラブ

三決

おくたに　まみ
創玄会

きたはら　きよし
小淵沢カントリークラブ

奥谷真美 3 北原　喜代志

個人法形（命）　有段者の部  4人

(株)島宮 コラロ新百合ヶ丘

創玄会 小淵沢カントリークラブ

決勝

1 2
4



かねこ　ともかず 3 1 たかさき　けんいち

金子　智一 1 高崎　健一
ただ　みちこ 2 やまだ　だいすけ

多田倫子 1 2 山田　大輔
やすむら　こうじ 0 0 ぐ　ちんいん

安村幸治 1 虞 嶔崟
さとう　まこと 0 2 おぜき　たかのぶ

佐藤　誠 3 小関宗伸
かとう　じゅん 1 2 1 なみき　まさし

加藤　潤 3 0 並木將志
おおはし　まさよし しおや　ゆうた

大橋　正芳 2 塩谷優太
いしい　げんき 2 1 ふるた　かずゆき

石井元樹 3 古田一行
にのみや　けん 0 2 こやじま　こうへい

二ノ宮　健 3 2 小矢島　皓平
みなと　こうじ 1 おおすみ　たくひろ

湊宏司 3 0 大角　卓寛

3 0

小関宗伸
日本赤十字社医療センター （株）神田製作所 東村山道場 甲賀病院

石井元樹 小矢島　皓平 金子　智一

優勝 第２位 第３位 第４位
いしい　げんき こやじま　こうへい かねこ　ともかず おぜき　たかのぶ

三決

かねこ　ともかず
東村山道場

おぜき　たかのぶ
甲賀病院

金子　智一 17 小関宗伸

（株）PacRim 神戸福生会

日本赤十字社医療センター アビームコンサルティング株式会社

株式会社　カインズ （株）神田製作所

3

15 16
18

9

4 14

12 2

10

5

（株）SOLPAC 株式会社ゲートオンロジスティクス

気象庁 株式会社久保商会

個人法形競技　（制の法形）  18人

東村山道場 松本医院

株式会社ステップ
三菱製紙株式会

社

株式会社センユウ

佐川急便株式会社

7

6

1 13

11 8
決勝

甲賀病院

ヴァニラウェア有限会社



みなと　しげはる 0 むらた　てつひこ

湊茂治 3 0 村田　哲彦
えびはら　かい たけい　しおんosokawa 

海老原　魁 3 竹井　紫音

優勝 第２位 第３位 第４位
えびはら　かい むらた　てつひこ みなと　しげはる

山梨大学大学院 アフラック生命株式会社 株式会社ヤガミ
海老原　魁 村田　哲彦 湊茂治

三決

3

個人法形競技（級位の部）  4人

株式会社ヤガミ アフラック生命株式会社

山梨大学大学院 日本芸術文化振興会

決勝

1 2
4



おおこし　はると 3 1 みさわ　ゆい

大越　晴斗 三澤由依
さとう　よしかつ 2 3 1 0 まつざき　まさき

佐藤祐勝 松崎　まさき
きよた　たかこ 0 2 こばやし　ゆま

清田　隆子 1 3 0 3 小林　祐舞
やんべ　まさき 2 ながた　よういち

山家　正幹 長田陽一
たけだ　すすむ 0 2 しゅう いくきょう

武田　進 1 2 1 周  郁強
とみなが　たくみ 0 1 すぎうらりょうた

富永　匠 0 杉浦良太
かきぎ　たかひろ 3 0 かじわら　まさる

柿木 貴宏 2 梶原　勝
スミット　アグラワル 3 3 3 こおりやま　つよし

Sumit Agrawal 0 0 郡山剛
かんばらまさとし 0 やまのぐち　しんじ

神原正利 1 3 0 山之口　新司
ささもり　かなみ かわもと　わたる

笹森佳那美 3 3 川元　 亘
おしかわ　みすず

押川　美鈴 2

1 2おしかわ　みすず
千葉県

しゅう いくきょう
グリーンカルチャー株式会社

押川　美鈴 20 周  郁強

千葉県千葉土木事務所 川元住設 グリーンカルチャー株式会社 千葉県

優勝 第２位 第３位 第４位
おおこし　はると かわもと　わたる しゅう いくきょう おしかわ　みすず

大越　晴斗 川元　 亘 周  郁強 押川　美鈴

三決

正統館 川元住設

15 5

13

3

8

千葉県

 日本オーチス・エレベータ 株式会社キャスティングロード

11

7

2 17
Findability Sciences株式会社 株式会社ヨシムラジャパン

京セラSOC株式会社 YKK

個人法形競技（新人の部）  21人

千葉県千葉土木事務所 株式会社アミークスファーマシー

株式会社エー・アンド・ディ 東村山道場9 12

1 4

決勝
10

18 19
21

サミット株式会社 株式会社アクセル

WDB 株式会社 株式会社ケン・金沢マネジメント

14 16

6
ソフトバンク株式会社 グリーンカルチャー株式会社

フロイント産業株式会社 佐鳥電機株式会社



団体実戦メンバー表
チーム名 選手１ 選手５ 競技監督

東京城西地区 藤原政嗣 花岡雄大

清武会 山田　大輔 小林　雅宏

山梨正統館 土井　嘉津也 木村　英憲

創玄会 良本真基 瀬上智也

東京多摩地区 堀米　遼太 金子　勇太

己錬館A  林　元 高瀬  友哉

己錬館B 清水　秀典 若林 宏斗

創玄会 己錬館B 己錬館A 山梨正統館

己錬館A

並木將志 永井健太郎 貴島啓文

加藤　潤 小矢島　皓平 池田　賢大

選手２ 選手３ 選手４

土井　光司

富松亮太

持田　翔

優勝 第２位 第３位 第４位

山根　光生

清武会東京城西地区

己錬館A 己錬館B

東京多摩地区

団体実戦競技（男子）  7チーム

山梨正統館
決勝

2

4 5

1
7

3

塚本　元気

虞 嶔崟

日名地亮太

創玄会

本田拓馬

三決

6
山梨正統館

三宅　孝太郎

北原　喜代志

高松大地

小川　彪斗

大島　悠太郎

千倉 佳吾

坂本　稔



団体実戦メンバー表
チーム名 選手１ 選手５ 競技監督

東京城西地区 木勢茉莉 星野菜穂子

己錬館A 植田 美輝子 石野　果穂 五十嵐　美南

己錬館B  細川 うらら 中村　陽美

第４位

己錬館A 東京城西地区 己錬館B

優勝 第２位 第３位

稲見　安希子 近藤　杏奈 山香　和希

八木橋みづき 保科　妃呂 延原　リリカ

選手２ 選手３ 選手４

飯田あや 大越美咲 小林真由

三決

2

団体実戦競技（女子）  3チーム

東京城西地区

己錬館B

決勝

1
3 己錬館A



団体法形メンバー表

15.8

己錬館

優勝

創玄会

２位

港区道場

３位

新潟県躰道協会

４位

団体名 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 補欠

2 創玄会 9.0 8.1

6.43 己錬館 7.1 6.6

4 港区道場 7.3 7.5 7.4 22.2

5 東村山市 5.5 5.7 4.6

2

20.8

18.5 25.6

20.1 4

5

1 新潟県躰道協会 7.0 6.7 7.1

団体法形競技  5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

3

港区道場 下屋大輔 塚田直也 竹下楓 多田倫子 松本かずさ 小関宗伸

創玄会 名倉崇広 齋藤健太 阿部舜 藤田政徳 高松大地

新潟県躰道協会 泉　智慶 木間　和也 泉　智慧 荒井　すみれ 高橋　華野

東村山市 金子　智一 持田　翔 松崎　まさき 畠山　夏実 シモン　麻夜 近藤　みづき

己錬館 八木橋みづき 柏原　あすか 小島　あかり 中村　陽美  細川 うらら


