
開催日：　 平成30年11月18日（日） 会　場：　 参加数：　 230名

① 組演武 一般有段の部 ④ 組演武 親子の部 ⑦ 単独演武 一般有段の部 ⑨ 単独演武 一般女子有段の部

順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級

タムラ　リヨウ バンナイ　マサヤ イチムラ　ツヨシ イチムラ　ケイゴ　　 ヤマカミ　ユウキ タカハシ　ユウナ

田村　龍 坂内　昌哉 市村　剛 市村　慧悟 山上　優希 高橋　優奈
ヤマカミ　ユウキ ヤマカミ　ハルカ オノヅカ　カズコ オノヅカ　スナオ ヤマシナ　ヒロミ クワバラ　カコ

山上　優希 山上　遥香 小野塚　加寿子 小野塚　純 山科　裕海 桑原　果子
ヤマカミ　ハルカ ナリタ　ソラ ヤダ　カズミチ ヤダ　ナツキ イリクラ　ユウヤ イチムラ　マリコ

山上　遥香 成田　颯良 矢田　一充 矢田　夏輝 入倉　侑哉 市村　真理子
イソベ　ハナコ ミシナ　タクヤ イヨベ　マユミ イヨベ　ミユウ ナリタ　ソラ スガ　チヒロ

磯部　華子 三科　拓也 伊與部　真弓 伊與部　美友 成田　颯良 須賀　千紘
スギタ　ヤスアキ タナカ　イオリ タカムラ　アイ タカムラ　ミク イワサ　ヨシタカ アベ　トモハ

杉田　康明 田中　伊織 高村　愛 高村　美來 岩佐　良隆 阿部　知葉
ヤマカミ　ヤスヒロ イワサ　ヨシタカ オノヅカ　カズコ オノヅカ　テラス アベ　タカヒロ

山上　康弘 岩佐　良隆 小野塚　加寿子 小野塚　曜 阿部　剛大
カタオカ　トオル カタオカ　サワ

片岡　徹 片岡　沙和
スズキ　アキロウ スズキ　エイト

鈴木　明朗 鈴木　瑛斗

② 組演武 一般段外の部 ⑤ 組演武 兄弟の部 ⑧ 単独演武 一般段外の部 ⑩ 単独演武 一般女子段外の部

順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級

フジモリ　コウヘイ ウメタニ　ユウキ オノヅカ　テラス オノヅカ　スナオ ドウ・アン・ティエン モリ　チヒロ

藤森　浩平 梅谷　勇輝 小野塚　曜 小野塚　純 ドウ・アン・ティエン 森　千紘
コイケ　ジュア コイケ　レンノスケ タカヤマ　タクイチロウ ササキ　ユナ

小池　純愛 小池　蓮之介 高山　卓一郎 佐々木　優那
オダ　ユウキ オダ　ヒロキ キクチ　ケイスケ コイケ　アキコ

小田　裕樹 小田　広樹 菊地　圭介 小池　亜希子
ミシナ　タクヤ ミシナ　ユウヤ ウメタニ　ユウキ ミズサワ　エミコ

三科　拓也 三科　祐也 梅谷　勇輝 水澤　恵美子
ハタノ　イクマ ハタノ　ニチカ ナカヘン　ショウマ

波多野　行真 波多野　日賀 中返　松馬
ミノ　コウエ ミノ　ワコ クワバラ　ハルキ

美野　倖恵 美野　和心 桑原　治季
アカジマ　キサ アカジマ　シュウヤ

赤島　希咲 赤島　秀弥

③ 組演武 一般女子有段の部 ⑥ 組演武 マスターズの部 ⑪ 団体演武 一般団体の部 ⑫ 団体演武 一般団体単演の部

順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 チーム名 順位 所　属 チーム名

タカハシ　イサキ タカハシ　ユウナ イソベ　リュウタロウ ヨコヤマ　コウイチ

高橋　惟沙樹 高橋　優奈 磯部　竜太郎 横山　浩一
コイケ　トモミ スズキ　ナツキ アライ　ケイイチ コウノ　トシヒロ

小池　友美 鈴木　奈津紀 荒井　恵一 河野　敏広
アベ　トモハ スガ　チヒロ ワタナベ　エイジ クワハラ　ノブユキ

阿部　知葉 須賀　千紘 渡邉　栄治 桑原　信之
ワタナベ　エイジ セキ　マサヨシ

渡邉　栄治 関　正芳
ミシナ　メグミ カワウチ　アヤコ

三科　恵美 川内　綾子

⑬ 発表の部 小学生組演武の部 （エントリーNo.順） ⑭ 発表の部 中学生組演武の部 （エントリーNo.順） ⑮ 発表の部 混合団体演武の部（エントリーNo.順） ◎ 特別賞受賞者

順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 氏　名 階級 所　属 氏　名 階級 順位 所　属 チーム名

ホシダ　コウノスケ ナツカワ　ヤマト ミズノヤ　ハルカ スガワラ　ナツミ

星田　康之介 夏川　大和 水野谷　陽花 菅原　夏海 タムラ　リヨウ

アンドウ　レイ アカジマ　ソウイチロウ ホンマ　レン オグリ　ハヤト 田村　龍
安藤　零 赤島　聡一郎 本間　蓮 小栗　隼斗 バンナイ　マサヤ

ミノ　コウエ オオタ　ユイト オダ　ユウキ ミシナ　ユウヤ 坂内　昌哉
美野　倖恵 太田　結翔 小田　裕樹 三科　祐也
オダ　タケル タカハシ　シュリ タカハシ　ヒビキ タカハシ　コウ

小田　孟 高橋　珠吏 高橋　響 高橋　煌 タカハシ　ユウナ

オオハシ　ユウト サトウ　リンノスケ スガワラ　アイ ソウマ　ハクト 高橋　優奈
大橋　優翔 佐藤　凜之輔 菅原　愛 相馬　舶人
マツナガ　エイタ ホリオ　リュウセイ タカハシ　コウ サトウ　タクミ

松永　瑛太 堀尾　龍世 高橋　煌 佐藤　翼海

6位 新潟曽野木道院拳友会 二段 新潟曽野木道院拳友会 ２級

1位 新潟湊スポーツ少年団 0

2位 村上スポーツ少年団 0Ｂチーム

Ａチーム

0

5位
 新潟築地
 　スポーツ少年団

0

6位 小須戸スポーツ少年団 0

Ａチーム

Ｃチーム

Ａチーム3位 村上スポーツ少年団 0

4位 小須戸スポーツ少年団 0

4位 新潟湊スポーツ少年団 ４級

新潟湊スポーツ少年団 １級

3位 新潟湊スポーツ少年団 ５級

1位
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

５級

1位 初段新潟不二道院拳友会

2位 初段小須戸スポーツ少年団

5位 初段
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

3位 初段新潟湊スポーツ少年団

4位 二段
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

2位

新潟とやの道院拳友会 ６級 新潟とやの道院拳友会 ４級

 村上朝日
 　スポーツ少年団

７級
 村上朝日
 　スポーツ少年団

７級

栃尾道院拳友会 ５級 栃尾道院拳友会 ５級

努
力

賞

小須戸スポーツ少年団 ６級 小須戸スポーツ少年団 ４級

村上スポーツ少年団 ５級 村上スポーツ少年団 ５級

村上スポーツ少年団 ４級 村上スポーツ少年団 ４級

優

秀
賞

初段

3位
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

初段
　日本歯科大学
　　新潟生命歯学部

二段

2位
 村上朝日
 　スポーツ少年団

初段
 村上朝日
 　スポーツ少年団

1位 小須戸スポーツ少年団 二段 新潟不二道院拳友会 初段

２級1位 新潟大学 ２級 新潟大学

三段6位 村上スポーツ少年団 三段 村上スポーツ少年団

二段

5位 長岡不二道院拳友会 五段 長岡不二道院拳友会 初段

4位 村上スポーツ少年団 初段 村上スポーツ少年団

三段

2位 長岡技術科学大学 二段

3位 村上スポーツ少年団 二段 村上スポーツ少年団 初段

2位 村上スポーツ少年団 三段 村上スポーツ少年団

新潟湊スポーツ少年団 ３級

2位 小須戸スポーツ少年団 初段 小須戸スポーツ少年団 ４級

1位 村上スポーツ少年団二段三段1位 新潟不二道院拳友会 新潟不二道院拳友会

二段

1位 新潟湊スポーツ少年団 初段

3位 新潟共和道院拳友会 二段 新潟共和道院拳友会 初段

4位 村上スポーツ少年団 初段 村上スポーツ少年団 ２級

5位 村上スポーツ少年団 二段 村上スポーツ少年団 ５級

6位 小須戸スポーツ少年団 初段 小須戸スポーツ少年団 初段

6位 新潟湊スポーツ少年団 二段 新潟湊スポーツ少年団 ８級

1位 小須戸スポーツ少年団 初段 小須戸スポーツ少年団 ４級

2位 小須戸スポーツ少年団 初段 小須戸スポーツ少年団 ３級

3位 村上スポーツ少年団 ２級 村上スポーツ少年団 ５級

4位 村上スポーツ少年団 二段 村上スポーツ少年団 初段

5位 新潟曽野木道院拳友会 ７級 新潟曽野木道院拳友会 ７級

6位 村上スポーツ少年団 ５級 村上スポーツ少年団 ６級

6位 村上スポーツ少年団 ６級 村上スポーツ少年団 ７級

1位 新潟魚沼道院拳友会 五段 長岡城西道院拳友会 五段

2位 新潟共和道院拳友会 五段 新潟共和道院拳友会 四段

3位 新潟魚沼道院拳友会 四段 新潟魚沼道院拳友会 四段

4位 新潟魚沼道院拳友会 四段 新潟魚沼道院拳友会 二段

5位 村上スポーツ少年団 初段 村上スポーツ少年団 ３級

村上スポーツ少年団 ３級 村上スポーツ少年団 ２級

村上スポーツ少年団 ３級 村上スポーツ少年団 ３級

優

秀
賞

村上スポーツ少年団 ２級 村上スポーツ少年団 初段

新潟不二道院拳友会 ５級 新潟不二道院拳友会 ５級

努
力

賞

村上スポーツ少年団 １級 村上スポーツ少年団 ２級

新潟不二道院拳友会 ５級 新潟不二道院拳友会 ４級

6位
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

初段

1位 長岡技術科学大学 見習

3位 新潟大学 二段

4位 村上スポーツ少年団 初段

5位 村上スポーツ少年団 三段

新潟湊スポーツ少年団 ２級

3位
 日本歯科大学
 　新潟生命歯学部

１級

4位 新潟大学 ２級

5位 新潟湊スポーツ少年団 ２級

2位

6位 新潟大学 ５級

1位 村上スポーツ少年団 00

新潟湊スポーツ少年団

優

秀
賞

努
力

賞

 新潟築地
 　スポーツ少年団

新潟安田道院拳友会

第３８回少林寺拳法新潟県大会　成績表 新潟市西川総合体育館

【理事長杯】 競技の部　組演武（①～⑥）において最高得点を得た組

0

0

0

Ｂチーム

団体演武 一般団体単演の部

新潟湊スポーツ少年団 Ａチーム

【小林信介杯】 競技の部　団体演武（⑪～⑫）において最高得点を得た組

新潟不二道院拳友会

新潟不二道院拳友会

新潟不二道院拳友会

組演武 一般有段の部

【 会長杯 】 競技の部　単独演武（⑦～⑩）において最高得点を得た組

単独演武 一般有段の部

0

0

0


