
順位 種目名 所属

大会会長杯
一般組演武
　　男子三段以上の部

桜林高等学校/
千葉学芸高等学校

土屋　裕嗣 小堀　重和

理事長杯 大学生組演武　男子の部 国際武道大学 田中　恵斗 高橋　慎太郎

石井敬一 杯 小学生組演武　有段の部 市原南スポーツ少年団 津根　佑哉 小林　巧

振興議員連盟賞 親子の部 千葉山王道院拳友会 広瀬　仁 広瀬　芽依

◯石井敬一 杯
　少林寺拳法千葉県連盟元理事長　故 石井敬一先生の、少林寺拳法を通した青少年育成への熱意と功績を讃え、
後生にまで伝えるために制定された賞です。

2019年　少林寺拳法千葉県大会　入賞者一覧（特別賞）

拳士



種目名 順位 所属

第１位 桜林高等学校/千葉学芸高等学校 土屋　裕嗣 小堀　重和

第２位 志学館高等部/千葉県教職員 山岡　健太郎 田川　治緒

第３位 船橋金杉スポーツ少年団 垂水　航祐 星野　克仁

一般組演武　男子段外の部 第１位 野田川間道院拳友会 山田 賢一 岡崎 光成

一般組演武　女子有段の部 第１位
市川若宮道院拳友会/
西船橋道院拳友会

森澤　和美 高橋　奈津子

第１位 国際武道大学 田中　恵斗 高橋　慎太郎

第２位 敬愛大学/千葉商科大学 近藤　祐一 岩崎　大祐

第３位 敬愛大学 及川　龍汰 伊藤　優太

第１位 千葉大学 鬼澤　美結 寺田　奈未

第２位 国際武道大学 大内　玲菜 郷間　基愛

第３位 東京理科大学 高井 るな 真部 涼子

第１位 千葉清見台/JFE千葉 清水　一志 赤松　昭宏

第２位 千葉茂原道院拳友会 尾崎　安展 菅野　和視

第３位 君津道院拳友会 池田　倫明 出口　直洋

マスターズ　女子の部 第１位 市原千種スポーツ少年団 木村 亜紀 日下部 由里子

第１位 千葉山王道院拳友会 広瀬　仁 広瀬　芽依

第２位 西船橋道院拳友会 倉田　慶喜 倉田　章悟

第３位 千葉茂原道院拳友会 森下　忍 樽塚　夢渚

夫婦の部 第１位 西船橋道院拳友会 秋葉　裕幸 秋葉　めぐみ

第１位 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 安藤　健太

第２位 松戸学法道院拳友会 植竹　康夫

第３位 千葉弁天道院拳友会 内海　文志

第１位 市原千種スポーツ少年団

第２位
市川若宮道院拳友会/
西船橋道院拳友会/千葉商科大学

第３位 我孫子道院拳友会

第１位 国際武道大学 谷　真吾 森上　裕真

第２位 千葉茂原拳友会 尾崎　安展 菅野　和視

第３位 津田沼拳友会 後藤　久蔵 野城　泰大

運用法　女子の部 第１位 国際武道大学 大内　玲菜 郷間　基愛

運用法　男子の部

親子の部

一般単独演武の部

一般団体演武の部

木村、始関、村上、日下部、始関、平田

四宮、赤佐、鈴木、岩崎、政田、屋代

佐光、高橋、高野、藤田、茂木
福田、藤田、廣内

マスターズ　男子の部

2019年　少林寺拳法千葉県大会　入賞者一覧（一般部・マスターズ・親子・夫婦・運用法）

拳士

一般組演武　男子三段以上の部

大学生組演武　男子の部

大学生組演武　女子の部



種目名 順位 所属

第１位 桜林高等学校 髙橋　右京 保科　柚貴

第２位 桜林高等学校 水上　英信 枝松　希生

第３位 桜林高等学校 米倉　大稀 村山　かれん

高校生組演武　女子の部 第１位 横芝敬愛高等学校 鳥飼　智美 堀江　友里華

第１位 志学館高等部 菅沼　洋平 山瀧　晃

第２位 千葉海匝道院拳友会 角田　正人 角田　涼

第３位 西船橋道院拳友会 倉田　章悟 池田　優哉

第１位 志学館高等部 秋山　果凜 浅野　夢希

第２位 志学館高等部 森　花菜 中社　愛理

第３位 市原市津スポーツ少年団 臼井　絵梨奈 伊藤　綾音

第１位 国際武道大学 高野　祐弥

第２位 横芝敬愛高等学校 秋葉　美玖

第３位 東京理科大学 熊谷　亮輔

第１位 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 安藤　琥斗輝

第２位 千葉山王道院拳友会 小森　星弥

第３位 千葉清見台道院拳友会 鈴木　出海

第１位 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 安藤　璃衣那

第２位 習志野台スポーツ少年団 岡村　紅音

第３位 千葉山王道院拳友会 霜鳥　若菜

第１位 東京理科大学 願成寺 航貴 立野 智也

第２位 千葉大学 寺田　奈未 佐竹　貫永

第３位 千葉商科大学 遠藤　一真 佐々木　雄太

第１位 志学館高等部

第２位 志学館高等部

第３位
西船橋道院拳友会/
船橋宮本道院拳友会/
習志野台スポーツ少年団

2019年　少林寺拳法千葉県大会　入賞者一覧（中学生・高校生・大学生）

拳士

高校生組演武　男子の部

中学生組演武　男子の部

中学生組演武　女子の部

森、中社、秋山、浅野、川名、
柴田、関、三枝

川名、松本、森、峯島
菅沼、山瀧

倉田、池田、花谷、岡村、
宮﨑、前田

高校生・大学生単独演武の部

中学生単独演武　男子の部

中学生単独演武　女子の部

高校生・大学生団体演武の部

中学生団体演武の部



種目名 順位 所属

第１位 市原南スポーツ少年団 津根　佑哉 小林　巧

第２位 市原南スポーツ少年団 津根　佑哉 時谷　拓夢

第３位 我孫子道院拳友会 高橋　蒼太朗 野口　心乃助

第４位 市原千種スポーツ少年団 森實 良咲 高波 臣

第５位 市川若宮道院拳友会 高橋　優大 熊坂　啓冴

第１位 千葉山王道院拳友会 藤原　佑隆 岡田　虎汰郎

第２位 千葉山王道院拳友会 広瀬　来 広瀬　芽依

第３位
船橋宮本道院拳友会/
習志野台スポーツ少年団

早山　乃永 安井　隼輔

第４位 千葉海匝道院拳友会 林　洸太 林　睦人

第５位 市原東道院拳友会 佐藤　稜太 大山　朝陽

第６位 船橋宮本道院拳友会 早山　乃永 河野　瑠美

市原千種スポーツ少年団 駒場 大維知 後山 莉駒

我孫子道院拳友会 小林　大翔 伊東　照真

市原千種スポーツ少年団 古関 美来 南 希未香

市原千種スポーツ少年団 古関 美来 小泉 恋

市原東道院拳友会/
市原市津スポーツ少年団

佐藤　蒼の 伊藤　佳輝

市原千種スポーツ少年団 城所 煌輝 城所 麗緒

第１位 流山北道院拳友会 城山　維吹 小菅　耕太

第２位 我孫子道院拳友会 高橋　葉流 佐光　優奈

第３位 成田花崎道院拳友会 宇佐美　直人 日下部　芽衣

第４位 我孫子道院拳友会 松浦　篤志 高橋　葉流

第５位 市原千種スポーツ少年団 駒場 仁旗 古関 大助

第６位 千葉山王道院拳友会 石井　龍嘉 小池　匡

成田花崎道院拳友会 石田　秀介 中村　圭吾

市原市津スポーツ少年団 辻　啓志郎 高岡　藍紀

市原千種スポーツ少年団 林 沙絵 長谷川 凜

習志野台スポーツ少年団 猿谷　晃大 工藤　ことは

市原東道院拳友会 塚田　美昊 松濱　唯

我孫子道院拳友会 山口　実優 山口　充輝

拳士

2019年　少林寺拳法千葉県大会　入賞者一覧（少年部）

小学生組演武　有段の部

小学生組演武　1～3級の部

敢闘賞

※小学生の種目のうち、予選を実施した種目については、本戦進出者に敢闘賞を授与しています。

小学生組演武　4～6級の部

敢闘賞



第１位 市原千種スポーツ少年団 青栁 蒼空 秋永 朋輝

第２位 市原千種スポーツ少年団 南 咲希 秋永 明莉

第３位 千葉市海浜スポーツ少年団 楊　宇川 李　誠則

第４位 市原南スポーツ少年団 橋場　光佑 中島　莉子

第５位 市原千種スポーツ少年団 南 咲希 新井 希乃佳

第６位 市原南スポーツ少年団 中島　莉子 坪井　大翔

鎌ヶ谷初富スポーツ少年団 佐藤　快俐 山岸　賢尚

市原千種スポーツ少年団 伊藤 由夏 伊藤 隼人

成田花崎道院拳友会 植木　翔之助 中村　菜乃

千葉市海浜スポーツ少年団 神谷　賢志 神谷　修志

野田川間道院拳友会 坪上 瑞樹 山田 伊織

我孫子道院拳友会 川上　太一 松井　大地

第１位 千葉山王道院拳友会 徳永　佳奈

第２位 千葉清見台道院拳友会 岡田　蒼樹

第３位 千葉おゆみ野スポーツ少年団 高澤　宗伍朗

第４位 千葉海匝道院拳友会 角田　優佳

第５位 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 川崎　健

第６位 千葉山王道院拳友会 中嶋　美祈

千葉山王道院拳友会 白石　一翔

習志野台スポーツ少年団 岡村　昌信

成田花崎道院拳友会 日下部　虎太郎

浦安スポーツ少年団 肥後　健太

市川若宮道院拳友会 曾根　由樹

山武松尾スポーツ少年団 渡邉　智嘉

第１位 千葉山王道院拳友会 霜鳥　優菜

第２位 千葉おゆみ野スポーツ少年団 堀之内　大樹

第３位 千葉清見台道院拳友会 岩田　隼

第４位 千葉市海浜スポーツ少年団 久保　ラメル

第５位 流山北道院拳友会 小菅　陽菜

第６位 習志野台スポーツ少年団 長尾　明弘

千葉市海浜スポーツ少年団 神谷　夏帆

市川若宮道院拳友会 伊花　縁

千葉おゆみ野スポーツ少年団 早坂　孔仁

千葉山王道院拳友会 米村　優真

千葉市海浜スポーツ少年団 中村　暖

千葉おゆみ野スポーツ少年団 岡　芭奈

小学生組演武　7級～見習の部

敢闘賞

小学生単独演武　初段～3級の部

敢闘賞

小学生単独演武　4～6級の部

敢闘賞



第１位 千葉山王道院拳友会 岡田　莉奈

第２位 千葉茂原道院拳友会 樽塚　陽愛

第３位 袖ケ浦長浦スポーツ少年団 大木耀

第４位 千葉海匝道院拳友会 遠藤　匠悟

第５位 西船橋道院拳友会 熊谷　温音

第６位 船橋海神スポーツ少年団 関 七穂

習志野台スポーツ少年団 中塚　海凛

千葉海匝道院拳友会 伊藤　愛海

浦安スポーツ少年団 村上　日菜太

千葉山王道院拳友会 久保木　大智

千葉市海浜スポーツ少年団 竹本　優大

浦安スポーツ少年団 西島　一陽

第１位 千葉山王道院拳友会

第２位 我孫子道院拳友会

第３位 西船橋道院拳友会

増田、白石、中嶋、広瀬、藤原、
岡田、徳永、霜鳥

高橋、野口、小林、伊東、
松浦、高橋

花谷、宮﨑、池田、新星、
花谷、池田

小学生単独演武　7級～見習の部

敢闘賞

小学生団体演武の部


