


平成 27 年度 全国高等学校総合体育大会 

少林寺拳法競技大会 記録報告書 

 

 

目 次 

 

大 会 写 真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

競 技 日 程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

競技記録及び成績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 



開会式 選手宣誓

単独演武 組演武Ⅰ

組演武Ⅱ 団体演武

表彰式 閉会式

大会写真

1 



時間 内容 場所 時間 内容 場所

8:00 開館・スタッフ集合 グローリー道場

8:45 開館・スタッフ集合 グローリー道場 8:45 選手団等入館開始 ２階玄関

9:00 会場準備 9:00 大会運営会議(～10:00) 会議室

公開練習開始 帝京科学大学道場

10:00 10:00 全国常任委員会(～12:00) 会議室

11:00 選手団等入館開始

11:30 弁当配布 玄関下 11:30 弁当配布 玄関下

12:00 12:00 出場校受付(～14：00) 玄関下

13:00 公開練習開始 帝京科学大学道場 13:00 専門委員長会議 準備室２

各委員予行演習及び説明 グローリー道場

14:00 14:00 公開練習終了

14:30 選手集合(開会式ﾘﾊｰｻﾙ準備) 帝京科学大学道場BCD

14:45 引率責任者会議(～15:30) 帝京科学大学道場A

（引率責任者１名が必ず出席）

15:00 15:00 開会式リハーサル(～16:00) グローリー道場

15:45 審判員会議 帝京科学大学道場A

16:00

17:00 公開練習終了

会場準備終了 17:30 各委員最終打合せ

18:00 退館 18:00 退館

競技日程

７月２９日（水） ７月３０日（木）

 2



時間 内容 場所 時間 内容 場所 時間 内容 場所

7:30 開館・スタッフ集合 グローリー道場 7:30 開館・スタッフ集合 グローリー道場 7:30 開館・スタッフ集合 グローリー道場

8:15 大会運営会議 会議室 8:15 大会運営会議 会議室 8:15 大会運営会議 会議室

8:20 選手団等入館開始 ２階玄関 前日の結果発表・掲示 観覧席 前日の結果発表・掲示 観覧席

8:40 審判員会議 研修室 8:30 審判員会議 研修室 8:30 審判員会議 研修室

9:00 選手集合・諸注意 帝京科学大学道場

9:20 来賓入場 9:10 １R選手集合 選手召集場所 9:10 １R選手集合 選手召集場所

9:30 開会式 グローリー道場 9:30 １R 男子 単独演武：準決勝 グローリー道場 9:30 １R 男女 単独演武：決勝 グローリー道場

選手入場、国旗・高体連旗儀礼

9:55 優勝杯返還 10:05 ２R選手集合 選手召集場所 10:05 ２R選手集合 選手召集場所

10:30 コート設営 10:25 ２R 女子 単独演武：準決勝 10:25 ２R 男女 組演武：決勝

10:50 １R選手集合 選手集合場所

11:10 １R 男子 単独演武：予選 11:00 ３R選手集合 選手召集場所 11:20 ３R選手集合 選手召集場所

11:20 ３R 男子 組演武：予選Ⅱ 11:30 弁当配布 玄関下

11:30 弁当配布 玄関下 11:30 弁当配布 玄関下 11:40 ３R 男女 団体演武：決勝

11:55 ２R選手集合 選手召集場所

12:15 ２R 女子 単独演武：予選 12:20 ３R競技終了 12:25 ３R競技終了

12:20 昼休み 12:25 昼休み

13:00 ３R選手集合 選手召集場所 12:50 ４R選手集合 選手召集場所

13:20 ３R 男子 組演武：予選Ⅰ 13:10 ４R 女子 組演武：予選Ⅱ 13:30 閉会式 グローリー道場

成績発表

14:15 ４R選手集合 選手召集場所 14:05 ５R選手集合 選手召集場所

14:35 ４R 女子 組演武：予選Ⅰ 14:25 ５R 男子 団体演武：準決勝 14:30 閉会宣言

14:40 大会運営会議 会議室

15:00 ６R選手集合 選手召集場所

15:30 ５R選手集合 選手召集場所 15:20 ６R 女子 団体演武：準決勝

15:50 ５R 男子 団体演武：予選

16:00 ６R競技終了

16:10 大会運営会会議 会議室

16:20 実行委員会最終確認

16:35 ６R選手集合 選手召集場所 16:30 退館

16:55 ６R 女子 団体演武：予選 17:00 撤収作業終了

17:30 退館

17:45 ６R競技終了

18:00 大会運営会議 会議室

18:20 実行委員会最終確認

18:30 退館

競技日程

７月３１日（金） ８月１日（土） ８月２日（日）
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競技記録及び成績

男子単独演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 兵庫県 相生産業 266(159)

2 大阪府 大阪産大附属 266(159)

3 和歌山県 神島 265(158)

4 和歌山県 神島 265(158)

5 新潟県 新潟第一 263(156)

6 千葉県 桜林 263(155)

7 香川県 禅林学園 261(154)

8 宮崎県 都城工業 261(154)

9 山口県 萩商工 261(154)

10 長野県 赤穂 261(153)

10 京都府 龍谷大平安 261(153)

12 京都府 京都教育大附属 259(153)

13 兵庫県 相生産業 258(153)

14 千葉県 桜林 258(151)

15 宮城県 東北 258(150)

16 東京都 早稲田実業 257(152)

17 東京都 日大二 257(151)

男子組演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 愛知県 中部大第一 水野 功教（3年・初段） 奥田 慶輔（2年・二段） 265(158)

2 宮崎県 都城工業 久保田 將聖（3年・三段） 鳴海 洸槻（3年・三段） 265(157)

3 和歌山県 神島 橘 知希（3年・初段） 萩原 亘（3年・初段） 264(157)

4 埼玉県 川越東 澤田 武（3年・三段） 刈屋 壮基（3年・初段） 264(156)

5 東京都 早稲田実業 居作 和英（3年・三段） 小林 和真（3年・三段） 263(156)

6 千葉県 桜林 金子 真和（3年・初段） 岩見 凌（2年・初段） 262(155)

7 石川県 金沢 三久 龍哉（3年・三段） 三久 慎二（2年・二段） 261(155)

8 宮城県 東北学院 阿部 旭秀（2年・二段） 後藤 拓真（2年・二段） 261(155)

9 愛知県 中部大第一 二村 圭祐（3年・初段） 奥谷 京平（3年・初段） 261(152)

10 兵庫県 相生産業 三宅 歩（3年・三段） 應地 龍也（2年・二段） 260(153)

11 広島県 広島城北 源 拡栄（3年・二段） 森岡 勇貴（3年・二段） 260(153)

12 神奈川県 慶応義塾 森上 雄大（3年・初段） 田野 奏多（3年・初段） 259(153)

13 和歌山県 神島 水永 章（3年・初段） 小西 悠介（2年・二段） 258(152)

14 大阪府 大阪 木村 皓祐（3年・三段） 越智 祐弥（1年・二段） 257(152)

15 埼玉県 城北埼玉 飯塚 靖隆（3年・三段） 草間 信徹（2年・初段） 257(151)

16 香川県 坂出商業 山田 葵（3年・三段） 大西 彪雅（2年・二段） 253(147)

男子団体演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 和歌山県 神島 269(160)

2 千葉県 桜林 267(159)

3 兵庫県 相生産業 266(159)

4 東京都 早稲田実業 265(159)

5 埼玉県 川越東 265(158)

6 北海道 北海学園札幌 263(157)

7 愛知県 中部大第一 263(156)

8 兵庫県 報徳学園 260(154)

9 宮崎県 都城工業 258(155)

10 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 257(152)

11 広島県 広島城北 256(153)

12 新潟県 三条東 255(153)

選手名

選手名

選手名

大城 浩司･小田 憲汰･籾 祐希･平 秀興･田中 遊利･小田 湧也･蘆田 歩音･小畑 敦誌

久保田 將聖･鳴海 洸槻･成松 憲都･増満 洸太･竹松 海輝･福永 壮珂咲･南崎 勝貴･池田 勇人

新間 那粹･小柴 皓嗣･遠藤 聖大･岩品 京太郎･大重 雄基･石原 翔･神尾 三徳･岡本 崇志

源 拡栄･森岡 勇貴･三浦 希未斗･渡部 敬太･保田 憲志･城山 宗士･渡辺 賢登･浴 晴野

白倉 涼太･五十嵐 浩輔･丸山 彩輝･山岸 拓真･坂井 隼弥･佐藤 智樹･飯野 直樹･泉田 龍我

馬場 統規･川畑 京蔵･二村 圭祐･奥谷 京平･水野 功教･奥田 慶輔･近藤 友一郎･堀場 大輝

應地 友樹（1年・二段）

平松 直紀（2年・初段）

大原 郁弥（1年・初段）

綿貫 壮平（3年・三段）

田部井 達也（3年・初段）

水永 章･北原 優平･岩見 涼･稲豊 堅政･佐藤 和也･橘 知希･萩原 亘･小西 悠介

金子 真和･及川 幹太･外山 晟人･酒田 泰丞･岩見 凌･藤波 慈恵偉･平松 直紀･小森 丈司

三宅 歩･中島 晟･應地 龍也･北川 剛士･應地 友樹･真田 昂汰･村上 良忠･清水 翔汰

居作 和英･小林 和真･綿貫 壮平･平松 佳祐･佐藤 由弥･大橋 知直･鏑木 一裕･倉本 涼平

澤田 武･刈屋 壮基･神嵜 良愛･伊藤 友輝･中田 拳･岩田 悠一朗･荒井 大輝･梶山 和人

小野寺 拳斗･美馬 息吹･中里 駿介･柳萬 大･金子 佳祐･竹田 慎太郎･福原 鳳盛･澤山 尚史

今井 智仁（2年・二段）

真田 昂汰（3年・初段）

宮迫 汰一（3年・三段）

惠中 崇敬（2年・二段）

今井 翔太（3年・初段）

渋谷 錬（2年・二段）

外山 晟人（3年・二段）

田家 涼太郎（2年・二段）

成松 憲都（3年・初段）

阿曽沼 敏康（1年・二段）

西出 伊織（2年・二段）

塚本 昌平（2年・二段）
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競技記録及び成績

女子単独演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 和歌山県 伊都 263(156)

2 大阪府 好文学園女子 263(156)

3 京都府 京都西山 261(156)

4 福岡県 常磐 260(156)

5 千葉県 桜林 260(155)

6 兵庫県 相生産業 259(154)

7 東京都 早稲田実業 258(154)

8 和歌山県 熊野 258(152)

9 福岡県 自由ヶ丘 257(154)

10 埼玉県 小川 256(154)

11 兵庫県 赤穂 255(153)

12 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 255(152)

13 広島県 市立福山 255(150)

14 岡山県 岡山城東 254(151)

15 佐賀県 多久 254(151)

16 岡山県 金光学園 253(150)

女子組演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 和歌山県 神島 山崎 萌（3年・三段） 早田 佳那子（3年・三段） 269(160)

2 大阪府 大阪 笹川 理菜（2年・二段） 山本 瀬菜（2年・二段） 267(161)

3 東京都 富士見丘 野崎 智花（3年・三段） 八木 杏那（3年・三段） 266(158)

4 和歌山県 神島 濱中 珠穂（3年・三段） 谷口 藍梨（3年・三段） 266(158)

5 東京都 富士見丘 内田 杏香（3年・三段） 前島 涼香（3年・三段） 265(158)

6 静岡県 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 石田 叶恵（3年・二段） 金子 晴香（2年・二段） 264(157)

7 千葉県 志学館 北村 真歩（3年・初段） 仲泊 優香（3年・初段） 263(156)

8 兵庫県 相生産業 吉栖 さつき（3年・三段） 山本 楓野（3年・初段） 261(155)

9 千葉県 桜林 内田 裕理（2年・３級） 内山田 鈴菜（2年・３級） 261(154)

10 大阪府 大阪産大附属 河原 やよい（2年・二段） 木原 愛望（2年・二段） 260(153)

11 兵庫県 姫路商業 佐々木 彩花（3年・二段） 小林 媛菜（3年・初段） 259(153)

12 兵庫県 姫路商業 金中 宏生（3年・初段） 佐伯 晴香（3年・初段） 259(153)

13 兵庫県 相生産業 吉田 結菜（3年・初段） 丸山 光穂（3年・初段） 259(151)

14 神奈川県 有馬 大谷 みずき（3年・初段） 佐藤 知佳（3年・初段） 258(154)

15 神奈川県 有馬 村田 みお（3年・三段） 坪井 美奈（3年・初段） 256(152)

16 福岡県 香椎 山本 美咲（3年・三段） 柴田 史佳（2年・二段） 256(150)

女子団体演武
得点の（）内は技術度

順位 都道府県 学校名 得点

1 和歌山県 神島 270(162)

2 東京都 富士見丘 267(161)

3 兵庫県 相生産業 265(160)

4 兵庫県 姫路商業 265(160)

5 神奈川県 有馬 261(157)

6 千葉県 成田国際 261(154)

7 静岡県 静岡西 260(155)

8 広島県 市立福山 260(154)

9 埼玉県 狭山清陵 259(157)

10 宮城県 塩釜 257(154)

11 青森県 三本木 257(152)

12 福岡県 常磐 255(152)

選手名

選手名

阿部 有伽･内海 優佳･岡﨑 奈緒子･小沼 柚香･佐々木 百香･佐野 緑･柴田 舞実･高橋 七海

小原 真由子･久野 結子･天間 祐希･長沢 彩音･能登谷 鞠菜･小笠原 希･赤石 有貴･小笠原 愛

福田 雛（3年・初段）

干野 佐紀子（3年・二段）

荻野 絵理（3年・初段）

長崎 ひな（3年・二段）

高田 彩加（3年・二段）

佐藤 あすか（3年・三段）

本間 三晴（2年・二段）

森川 春菜（1年・二段）

今川 百華（3年・二段）

髙橋 萌江（3年・二段）

稲垣 江梨花（2年・二段）

今川 百華･吉田 華琳･浦壁 ゆり･後藤 瑞貴･横山 万由･近藤 真理･山本 莉子･野田 あかね

選手名

佐々木 彩花･小林 媛菜･金中 宏生･佐伯 晴香･西林 智可･齊藤 のぞみ･岸本 伊代･森川 智絵

村田 みお･坪井 美奈･大谷 みずき･佐藤 知佳･塙 彩良･鎮野 結衣･小嶋 栞礼

實方 理香･髙橋 葵･渡辺 千尋･小野 睦実･麻生 さくら･早川 夕葉･藤戸 萌子･坂口 真唯

酒井 梨緒那･武田 紗季･石橋 咲来･田村 絢音･佐野 咲紀･松永 彩･櫻川 京子･小田 有里子

佐藤 あすか･髙橋 侑子･宅和 亜季子･德岡 星香･宮﨑 美凪･村上 奈津季･渡辺 ちなみ･田口 弥苗

関根 久実･峯岸 沙夏･植村 菜々子･及川 瑠華･佐伯 恵理･東峯 凜･齊藤 桃子･小田 朱莉

井上 日和（1年・二段）

大川 怜奈（3年・二段）

有田 胡桃（3年・初段）

濱中 珠穂･平山 千佐･早田 佳那子･谷口 藍梨･津田 京香･水谷 茉莉耶･山崎 萌･山本 千保

野崎 智花･福田 実咲･前島 涼香･八木 杏那･寺井 理耶子･古川 璃々子･二森 美菜子･伊東 裟織

吉栖 さつき･丸山 光穂･小崎 こころ･稲垣 江梨花･吉田 結菜･山本 楓野･山崎 友起子

石井 桃子（3年・三段）

道根 綾乃（3年・二段）
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