
■一般男子マスターズの部A・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

名古屋瀬古道院 愛知県 伊藤　作次 六段

名古屋瀬古道院 愛知県 中嶋　隆司 四段

海老名東道院 神奈川県 田中　英行 四段

海老名東道院 神奈川県 幸村　光一郎 四段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 池田　克信 五段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 山﨑　武宏 六段

大和郡山南 奈良県 竹島　昌寿 四段

大和郡山南 奈良県 泊　明日香 四段

名古屋太子道院 愛知県 牧村　昌司 六段

名古屋植田道院 愛知県 牧村　万紀子 五段

伊豆韮山道院 静岡県 石和　千了 四段

伊豆韮山道院 静岡県 角田　芳光 五段

慶應義塾 神奈川県 篠永　健 六段

慶應義塾 神奈川県 浅川　真弓 四段

島原城南 長崎県 酒井　仙次 五段

島原城南 長崎県 御厨　文子 五段

神戸板宿道院拳友会 兵庫県 岡嶋　範行 六段

神戸西神道院拳友会 兵庫県 廣田　卓也 四段

市川若宮道院 千葉県 森澤　和美 四段

市川若宮道院 千葉県 赤佐　裕幸 三段

愛知師勝道院 愛知県 服部　哲也 六段

名古屋瀬古道院 愛知県 松浦　充 六段

日本武道館武道学園 東京都 田中　喜博 六段

日本武道館武道学園 東京都 志村　圭 五段

2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

2 16

2 15

2 13

1 8

1 6

1 12

1 11

2 1

1 1

1 13

2 12

2 8



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■一般男子マスターズの部B・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

岡崎中部道院 愛知県 島田　正雄 六段

岡崎中部道院 愛知県 伊藤　和明 三段

大垣道院 岐阜県 	佐藤　孝則 五段

大垣道院 岐阜県 三宅　恭豪 四段

大阪八尾南道院拳友会 大阪府 大森　一浩 六段

河内国分スポーツ少年団 大阪府 門谷　政智 五段

大阪今里スポーツ少年団 大阪府 西　慶隆 六段

大阪今里スポーツ少年団 大阪府 齊藤　秀幸 六段

NMP千葉 千葉県 久保　敦志 六段

市原千種スポーツ少年団 千葉県 木村　亜紀 六段

富士北道院 静岡県 佐野　晋一 六段

富士北道院 静岡県 佐野　弘美 五段

熱田道院 愛知県 小穴　秀樹 七段

デンソー支部 愛知県 内村　輝彦 六段

東京清瀬元町 東京都 伊藤　宏治 七段

東京清瀬元町 東京都 荒井　英俊 六段

石狩樽川スポ－ツ少年団 北海道 福田　協 六段

江別大麻道院 北海道 世羅　正明 五段

広島毘沙門道院 広島県 坪井　裕之 七段

東広島道院 広島県 南　潤一郎 七段

熊本健軍道院 熊本県 外川　誠一 八段

阿蘇西原道院 熊本県 竹下　昌史 五段

東京田無 東京都 宮内　靖 七段

多摩桜ヶ丘 東京都 保坂　知宏 四段
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■一般女子マスターズの部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

名古屋高針道院 愛知県 冨田　祐子 六段

愛知吉良道院 愛知県 加藤　瞳 四段

大阪八尾南道院拳友会 大阪府 山下　クミノ 五段

大阪八尾南道院拳友会 大阪府 西井　康恵 五段

三重桑名道院 三重県 髙木　ますみ 六段

三重桑名道院 三重県 廣田　千穂 五段

名古屋瀬古道院 愛知県 佐野　佳見 四段

名古屋瀬古道院 愛知県 伊藤　広江 二段

洛東道院拳友会 京都府 山脇　裕子 五段

洛東道院拳友会 京都府 西村　理美 三段

大阪城東道院拳友会 大阪府 寺西　恵子 四段

大阪城東道院拳友会 大阪府 片庭　美穂 三段

姫路西道院拳友会 兵庫県 宇野　加奈子 四段

姫路西道院拳友会 兵庫県 髙野　千春 三段

多治見青龍道院 岐阜県 吉田　有里 四段

可児御嵩スポーツ少年団 岐阜県 水野　将実 四段

綾瀬深谷道院 神奈川県 小林　暢子 二段

綾瀬深谷道院 神奈川県 山本　麗子 初段

国立中SP 東京都 佐伯　由美子 五段

国立中SP 東京都 吉永　由里子 五段

豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 木村　梨恵 初段

豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 仁科　明美 初段

名古屋伏屋道院 愛知県 齋藤　友紀 三段

名古屋伏屋道院 愛知県 古橋　麻衣子 初段
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■一般男子五段以上の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

岡崎中部道院 愛知県 加藤　利彦 六段

愛知吉良道院 愛知県 加藤　智弘 五段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 大﨑　剛 五段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 槌谷　文也 五段

加西道院拳友会 兵庫県 切貫　裕介 五段

三木道院拳友会 兵庫県 小笠　竜広 四段

大和郡山南 奈良県 藤井　孝清 五段

大和郡山南 奈良県 稲野　卓也 四段

八王子西 東京都 楠木　修平 五段

多摩桜ヶ丘 東京都 寒梅　浩伸 四段

坂出専修道院拳友会 香川県 松本　圭司 六段

タダノ 香川県 坂田　浩司 五段

福岡北 福岡県 山本　学 五段

北九州市立大 福岡県 尾西　正嗣 四段

南国日章道院 高知県 中越　圭一郎 六段

高知野市道院 高知県 岡田　俊介 六段

調布 東京都 森　勇樹 六段

調布 東京都 有田　大介 五段

大阪摂津和道院拳友会 大阪府 上山　学 五段

大阪摂津和道院拳友会 大阪府 後藤　隆志 四段

名古屋太子道院 愛知県 牧村　好広 五段

名古屋太子道院 愛知県 島袋　幸太 四段

近江八幡道院拳友会 滋賀県 今𠮷　幸希 五段

近江日野スポーツ少年団 滋賀県 柴田　宙 四段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■一般男子三段、四段の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

八王子西 東京都 山田　茂人 四段

東京大塚 東京都 杉本　優太 三段

川崎西道院 神奈川県 北野　康平 三段

川崎西道院 神奈川県 秋吉　陽介 三段

大阪平野道院拳友会 大阪府 竹井　祐二 四段

大阪平野道院拳友会 大阪府 築地　飛武 三段

佐賀中部道院 佐賀県 伊藤　佑哉 四段

佐賀中部道院 佐賀県 保田　一成 四段

山口西京道院 山口県 三好　隼人 四段

山口西京道院 山口県 北村　凌一 四段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 船戸　弘哉 四段

泉北高等学校 大阪府 冨田　勇人 四段

東京大塚 東京都 新井　椋大 四段

東京農業大学 東京都 内木　雄飛 四段

京都廣学館高校 京都府 大内　喬介 四段

京都廣学館高校 京都府 大内　絢介 四段

報徳拳林会 兵庫県 岡﨑　雄悟 四段

報徳拳林会 兵庫県 川内　雄斗 四段

名古屋瀬古道院 愛知県 大橋　慶甫 三段

名古屋瀬古道院 愛知県 大島　正輝 三段

伏見丹波橋道院拳友会 京都府 小林　明史 三段

伏見丹波橋道院拳友会 京都府 植松　弘貴 三段

東京大塚 東京都 大谷　紘嗣 四段

東京大塚 東京都 小西　遼 四段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■一般男子初段、二段の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

法政大学 東京都 中井　優作 二段

法政大学 東京都 五十子　黎 二段

岐阜可児道院 岐阜県 伊佐治　空也 二段

岐阜可児道院 岐阜県 西山　晴雅 二段

伊勢原道院 神奈川県 小林　健人 二段

伊勢原道院 神奈川県 細金　大和 初段

泉州尾崎道院拳友会 大阪府 桂木　周平 二段

泉州尾崎道院拳友会 大阪府 神保　大地 初段

名古屋伏屋道院 愛知県 三野　チアゴ光 二段

名古屋伏屋道院 愛知県 本山　智貴 二段

八王子西 東京都 田代　竜輝 二段

八王子西 東京都 小澤　海凪 初段

奈良安堵 奈良県 根来　明宏 二段

奈良安堵　 奈良県 山崎　亮太 二段

琵琶湖大橋道院拳友会 滋賀県 塚田　誠 二段

琵琶湖大橋道院拳友会 滋賀県 西垣　敦史 二段

神奈川嶽之内道院 神奈川県 河野　友希 二段

神奈川嶽之内道院 神奈川県 好田　雅洋 初段

池袋スポーツセンター 東京都 永井　雄貴 初段

明治大学 東京都 齋藤　晴渡 初段

名古屋瀬古道院 愛知県 尾形　亮磨 二段

武豊みなみ道院 愛知県 森田　聖 二段

さいたま桜道院拳友会 埼玉県 横田　凛久 二段

さいたま桜道院拳友会 埼玉県 登嶋　宏仁 初段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■一般女子三段以上の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

東京大塚 東京都 山本　望 四段

日本武道館武道学園 東京都 高橋　明日香 四段

坂出専修道院拳友会 香川県 大西　美咲 三段

坂出専修道院拳友会 香川県 山田　紫園 三段

福岡中央 福岡県 柴田　史佳 四段

福岡中央 福岡県 梶原　夏美 三段

湯の山道院 三重県 遠藤　歓奈 三段

湯の山道院 三重県 遠藤　香真 三段

大和郡山南 奈良県 森井　愛美子 四段

大和郡山南 奈良県 河原　やよい 三段

東京大塚 東京都 八木　杏那 三段

東京大塚 東京都 福島　陽香 二段

群馬北毛 群馬県 樋口　麻緒 四段

樹徳高校 群馬県 小田切　紗羅 三段

愛知蟹江道院 愛知県 安井　愛恵 三段

愛知蟹江道院 愛知県 中島　霞 三段

福岡西 福岡県 宮野　葉 三段

福岡西 福岡県 濱﨑　凜々 二段

洛東道院拳友会 京都府 森川　春菜 四段

洛東道院拳友会 京都府 森川　千夏 三段

宮城美里スポーツ少年団 宮城県 大内　玲菜 三段

宮城美里スポーツ少年団 宮城県 山上　真奈 三段

東京大塚 東京都 岡本　みさと 三段

明治大学 東京都 中本　凜 三段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■女子護身技法の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

池袋スポーツセンター 東京都 木場　大雅 四段

八王子西 東京都 宇野　真里奈 四段

福岡夜須 福岡県 穴井　瑞希 三段

福岡夜須 福岡県 駒田　久佳 四段

埼玉武道館支部 埼玉県 大野　水彩 三段

埼玉武道館支部 埼玉県 荒井　大輝 三段

トヨタ自動車 愛知県 出井　達也 三段

名城大学 愛知県 川村　海月 三段

田辺西道院拳友会 和歌山県 田中　翔 三段

田辺西道院拳友会 和歌山県 藤原　美奈 初段

多治見青龍道院 岐阜県 吉田　祈代 二段

多治見青龍道院 岐阜県 吉田　龍生 二段

日本武道館武道学園 東京都 松原　健 四段

日本武道館武道学園 東京都 額賀　郁乃 三段

仙台中央道院 宮城県 川﨑　茜里 三段

仙台中央道院 宮城県 渡邉　正尭 三段

倉敷北道院 岡山県 井上　日和 三段

岡山教員支部 岡山県 井上　陸 四段

八王子西 東京都 杉森　郁美 四段

八王子西 東京都 清水　大輔 四段

川崎西道院 神奈川県 桂　礼 三段

川崎西道院 神奈川県 桂　マイア 二段

延岡恒富道院 宮崎県 兒﨑　恭葉 三段

延岡恒富道院 宮崎県 中武　健人 三段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■大学生男子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

佛教大学 京都府 北畑　琉斗 三段

佛教大学 京都府 近藤　豊嗣 三段

日本体育大学 全日本学生 大西　千匡 三段

日本体育大学 全日本学生 合田　仁一郎 三段

日本体育大学 東京都 村社　光翼 三段

日本体育大学 東京都 三谷　聡伸 三段

追手門学院大学 全日本学生 桝田　美音 三段

追手門学院大学 全日本学生 河原　真二 三段

滋賀皇子山道院拳友会 滋賀県 箕浦　健介 三段

滋賀皇子山道院拳友会 滋賀県 古川　晴也 三段

日本体育大学 東京都 谷　龍一 三段

日本体育大学 東京都 前田　琉彗 三段

伏見丹波橋道院拳友会 京都府 山本　雅貴 三段

伏見丹波橋道院拳友会 京都府 井上　摩乙 三段

関西外国語大学 大阪府 重里　大樹 三段

関西外国語大学 大阪府 島田　克輝 二段

東北学院大学 全日本学生 芝田　壮 初段

東北学院大学 全日本学生 髙橋　飛翔 初段

東北大学 宮城県 渡邉　怜央 三段

東北大学 宮城県 後藤　竜弥 三段

明治大学 東京都 小田　翔 三段

明治大学 東京都 日光　駿太 三段

関西外国語大学 大阪府 重里　海斗 二段

関西外国語大学 大阪府 建元　渚瑠 二段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■大学生女子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

追手門学院大学 全日本学生 今村　雅 二段

追手門学院大学 全日本学生 上木　寧音 二段

日本女子体育大学 全日本学生 泉谷　沙緒莉 二段

日本女子体育大学 全日本学生 榎本　愛菜 二段

同志社大学 京都府 喜多　あみる 三段

同志社大学 京都府 高橋　希実 三段

関西外国語大学 大阪府 三笠　七海 三段

関西外国語大学 大阪府 大﨑　つぐみ 三段

追手門学院大学 全日本学生 中谷　亜美 三段

追手門学院大学 全日本学生 岡田　凜 三段

関西大学 大阪府 梅本　沙希 三段

関西大学 大阪府 玉井　凜 四段

同志社大学 京都府 室永　彩希 二段

同志社大学 京都府 長﨑　萌夏 三段

日本体育大学 東京都 鈴木　敦賀 三段

日本体育大学 東京都 立元　日香里 三段

国際武道大学 千葉県 川﨑　春陽 三段

国際武道大学 千葉県 髙畑　佳菜実 二段

防衛大学校 全自衛隊 佐野　真紀 初段

防衛大学校 全自衛隊 金森　麻鈴 初段

青山学院大学 東京都 齋藤　美優 三段

青山学院大学 東京都 後藤　美羽 二段

早稲田大学 全日本学生 遠藤　直 三段

早稲田大学 全日本学生 三森　菜々香 三段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■高校生男子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

大阪産業大学附属高校 大阪府 仁科　天太 三段

大阪産業大学附属高校 大阪府 片庭　来美 三段

桜林高校 全国高校 安藤　琥斗輝 三段

桜林高校 全国高校 鈴木　出海 三段

本部道院拳友会 香川県 阿蘓品　泰輝 三段

坂出専修道院拳友会 香川県 豆山　陽哉 初段

湯の山道院 三重県 九渡　健慎 二段

湯の山道院 三重県 中村　絆 二段

大阪産業大学附属高校 大阪府 織田　卓杜 三段

大阪産業大学附属高校 大阪府 山﨑　響貴 二段

一燈園中学・高校 京都府 安田　伊志 三段

一燈園中学・高校 京都府 ユゴビッチ　慈陽 二段

大和郡山南 奈良県 池田　大和 二段

大和郡山南 奈良県 北谷　颯真 二段

坂出第一高校 全国高校 谷　雄生 三段

坂出第一高校 全国高校 大河内　星那 三段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 本田　優真 初段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 梶川　直輝 初段

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 坂井　優斗 初段

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 風谷　遼太 初段

石狩緑苑道院 北海道 奥村　尚之 二段

石狩緑苑道院 北海道 金谷　海虎 二段

神島高校 全国高校  小嶋　智希 三段

神島高校 全国高校 下野　大和 三段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■高校生女子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

大阪高校 全国高校 越智　桃歌 三段

大阪高校 全国高校 霜田　華 三段

桜林高校 千葉県 初段

桜林高校 千葉県 片倉　結菜 1級

福岡夜須スポ少 福岡県 杉山　琴美 二段

福岡夜須スポ少 福岡県 桑野　愛心 初段

愛知吉良道院 愛知県 大竹　美彩紀 二段

愛知吉良道院 愛知県 三上　らむ 二段

都立昭和高校 東京都 武石　有莉沙 1級

都立昭和高校 東京都 細田　ひなの 1級

賢明女子学院 全国高校 花里　美奈 二段

賢明女子学院 全国高校 佐々木　ひかり 初段

聖隷クリストファー中高 静岡県 小川　理子 3級

聖隷クリストファー中高 静岡県 鈴木　優空 3級

富良野光明寺道院 北海道 荏原　碧 初段

富良野光明寺道院 北海道 壽浅　瑠称 初段

姫路商業高校 兵庫県 上田　聖 初段

姫路商業高校 兵庫県 小池　祐里奈 初段

都立昭和高校 東京都 髙橋　愛実 1級

都立昭和高校 東京都 小俣　日伽 1級

秋田高専 秋田県 渡邉　梓 三段

秋田泉スポーツ少年団 秋田県 佐々木　葵衣 初段

坂出第一高校 香川県 尾﨑　凛 初段

坂出第一高校 香川県 長田　心愛 初段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■中学生男子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

佐賀小城スポーツ少年団 佐賀県 原田　裕基 二段

佐賀小城スポーツ少年団 佐賀県 岩本　成晃 二段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 梶川　幸峻 初段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 小林　直輝 初段

名古屋植田道院 愛知県 牧村　一生 初段

名古屋植田道院 愛知県 葛西　泰馳 初段

豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 多田　侑希 1級

豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 木村　桜輔 1級

石狩緑苑台スポーツ少年団 北海道 新岡　史道 初段

石狩緑苑台スポーツ少年団 北海道 武田　舞人 初段

坂出専修道院拳友会 香川県 黒田　乗登 初段

坂出東部スポーツ少年団 香川県 長田　洵雲 二段

泉州尾崎道院拳友会 大阪府 相良　海翔 初段

泉州尾崎道院拳友会 大阪府 南　小蒔 初段

福岡夜須スポ少 福岡県 國﨑　龍斗 二段

福岡夜須スポ少 福岡県 山内　瑛音 二段

倉敷北スポーツ少年団 岡山県 前田　明樹 初段

倉敷北スポーツ少年団 岡山県 小池　康成 2級

石川根上スポーツ少年団 石川県 中出　愛斗 初段

石川根上スポーツ少年団 石川県 中田　桜太 初段

伏見丹波橋スポーツ少年団 京都府 大村　航太郎 初段

伏見丹波橋スポーツ少年団 京都府 倉谷　直希 初段

富良野光明寺道院 北海道 加藤　心 初段

富良野光明寺道院 北海道 加藤　結仁 初段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■中学生女子の部・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

内部スポーツクラブ 三重県 安田　琴音 初段

内部総合スポーツクラブ 三重県 安田　裕音 初段

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 外山　莉湖 初段

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 大岩　咲芭 初段

福岡中央 福岡県 徳丸　樹 初段

福岡中央 福岡県 梶原　法香 初段

堺スポーツ少年団 大阪府 田代　早梨佳 初段

堺スポーツ少年団 大阪府 田代　有梨佳 初段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 本田　明莉 初段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 白濵　苺香 初段

加住小中学校 東京都 横田　葵子 初段

加住小中学校 東京都 吉田　舞衣 初段

一燈園中学高校 全国中学校 安田　祈代 2級

一燈園中学高校 全国中学校 木村　安寿季 2級

一宮中部道院 愛知県 藤本　凪 初段

一宮中部道院 愛知県 竹山　桜子 初段

福岡西 福岡県 窪　夏美 二段

福岡西 福岡県 川畑　華凜 初段

一燈園中学・高校 京都府 ユゴビッチ　愛彩 1級

一燈園中学・高校 京都府 山本　楓 2級

多治見青龍道院 岐阜県 可児　葵 初段

岐阜可児道院 岐阜県 髙木　千佳 初段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 山﨑　瑞幸 初段

大阪狭山道院拳友会 大阪府 大﨑　めいの 初段
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■小学生の部Ａ・本選進出者

コート No. 所属 都道府県 氏名 武階

名古屋伏屋道院 愛知県 古橋　彗 2級

名古屋伏屋道院 愛知県 小杉　美心 3級

富良野光明寺道院 北海道 井上　慧美 3級

富良野光明寺道院 北海道 篠嶋　那結 4級

大和桜井西 奈良県 前田　樹杏 1級

大和桜井西 奈良県 天野　光志郎 3級

大阪摂津和道院拳友会 大阪府 西岡　小春 2級

大阪摂津和道院拳友会 大阪府 川口　璃子 3級

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 姉崎　結 初段

皇子山スポーツ少年団 滋賀県 白濵　芽花 初段

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 大岡　三紗 1級

橋本西スポーツ少年団 和歌山県 井上　晴 1級

江別大東道院 北海道 清川　功晴 初段

江別大東道院 北海道 杉山　琥右介 初段

姫路書写スポーツ少年団 兵庫県 藤原　佑吏 1級

姫路書写スポーツ少年団 兵庫県 松谷　岳 1級

福知山スポーツ少年団 京都府 塩見　虎太郎 4級

綾部スポーツ少年団 京都府 中村　維新 4級

新居浜瀬戸道院 愛媛県 齊藤　吏桜 初段

新居浜瀬戸道院 愛媛県 乾　咲也 初段

大阪福島道院拳友会 大阪府 大田　真 1級

大阪福島道院拳友会 大阪府 山崎　希颯 4級

名古屋伏屋道院 愛知県 森谷　薙優 4級

名古屋伏屋道院 愛知県 山田　実咲 5級
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2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　予選結果発表

■運用法優秀者発表

所属 都道府県 氏名 武階

日本武道館武道学園 東京都  上野山　敦士 四段

新潟不二道院拳友会 新潟県  田村　龍 四段

大阪平野道院拳友会 大阪府 竹井　祐二 三段

 熱田道院拳友会 愛知県 荒川　慎太郎 三段

早稲田大学 東京都 氏平　鷹子 初段

同志社大学 京都府 喜多　あみる 三段

 関西大学 大阪府 梅本　沙希 三段

早稲田大学 東京都 小林　果鈴 初段
女子運用法の部

種　目

男子運用法の部

男子運用法の部

女子運用法の部


