
2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■一般男子マスターズの部A

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 四段竹島　昌寿大和郡山南 奈良県 タケシマ　マサトシ

〃 四段泊　明日香大和郡山南 奈良県 トマリ　アスカ

優秀賞 六段牧村　昌司名古屋太子道院 愛知県 マキムラ　マサシ

〃 五段牧村　万紀子名古屋植田道院 愛知県 マキムラ  マキコ

優良賞 六段服部　哲也愛知師勝道院 愛知県 ハットリ　テツヤ

〃 六段松浦　充名古屋瀬古道院 愛知県 マツウラ　ミチル

敢闘賞 五段池田　克信大阪狭山道院拳友会 大阪府 イケダ　カツノブ

〃 六段山﨑　武宏大阪狭山道院拳友会 大阪府 ヤマザキ　タケヒロ

敢闘賞 五段酒井　仙次島原城南 長崎県 サカイ　センジ

〃 五段御厨　文子島原城南 長崎県 ミクリヤ　アヤコ

敢闘賞 四段森澤　和美市川若宮道院 千葉県 モリサワ　カズミ

〃 三段赤佐　裕幸市川若宮道院 千葉県 アカサ　ヒロユキ

■一般男子マスターズの部B

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 六段大森　一浩大阪八尾南道院拳友会 大阪府 オオモリ　カズヒロ

〃 五段門谷　政智河内国分スポーツ少年団 大阪府 カドタニ　マサトモ

優秀賞 七段伊藤　宏治東京清瀬元町 東京都 イトウ　ヒロハル

〃 六段荒井　英俊東京清瀬元町 東京都 アライ　ヒデトシ

優良賞 七段坪井　裕之広島毘沙門道院 広島県 ツボイ　ヒロユキ

〃 七段南　潤一郎東広島道院 広島県 ミナミ　ジュンイチロウ

敢闘賞 六段久保　敦志NMP千葉 千葉県 クボ　アツシ

〃 六段木村　亜紀市原千種スポーツ少年団 千葉県 キムラ　アキ

敢闘賞 六段福田　協石狩樽川スポ－ツ少年団 北海道 フクダ　カノウ

〃 五段世羅　正明江別大麻道院 北海道 セラ　マサアキ

敢闘賞 八段外川　誠一熊本健軍道院 熊本県 ソトカワ　セイイチ

〃 五段竹下　昌史阿蘇西原道院 熊本県 タケシタ　マサシ



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■一般女子マスターズの部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 六段冨田　祐子名古屋高針道院 愛知県 トミタ　ユウコ

〃 四段加藤　瞳愛知吉良道院 愛知県 カトウ　ヒトミ

優秀賞 三段齋藤　友紀名古屋伏屋道院 愛知県 サイトウ　ユキ

〃 初段古橋　麻衣子名古屋伏屋道院 愛知県 フルハシ　マイコ

優良賞 五段山脇　裕子洛東道院拳友会 京都府 ヤマワキ　ヒロコ

〃 三段西村　理美洛東道院拳友会 京都府 ニシムラ　リミ

敢闘賞 五段山下　クミノ大阪八尾南道院拳友会 大阪府 ヤマシタ　クミノ

〃 五段西井　康恵大阪八尾南道院拳友会 大阪府 ニシイ　ヤスエ

敢闘賞 四段吉田　有里多治見青龍道院 岐阜県 ヨシダ　ユリ

〃 四段水野　将実可児御嵩スポーツ少年団 岐阜県 ミズノ　マサミ

敢闘賞 初段木村　梨恵豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 キムラ リエ

〃 初段仁科　明美豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 ニシナ アケミ

■一般男子五段以上の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 六段松本　圭司坂出専修道院拳友会 香川県 マツモト　ケイジ

〃 五段坂田　浩司タダノ 香川県 サカタ　ヒロシ

優秀賞 六段加藤　利彦岡崎中部道院 愛知県 カトウ　トシヒコ

〃 五段加藤　智弘愛知吉良道院 愛知県 カトウ　トモヒロ

優良賞 五段藤井　孝清大和郡山南 奈良県 フジイ　タカキヨ

〃 四段稲野　卓也大和郡山南 奈良県 イナノ　タクヤ

敢闘賞 五段切貫　裕介加西道院拳友会 兵庫県 キリヌキ　ユウスケ

〃 四段小笠　竜広三木道院拳友会 兵庫県 オガサ　タツヒロ

敢闘賞 五段今　幸希近江八幡道院拳友会 滋賀県 イマヨシ コウキ

〃 四段柴田　宙近江日野スポーツ少年団 滋賀県 シバタ　ヒロシ

敢闘賞 五段上山　学大阪摂津和道院拳友会 大阪府 ウエヤマ　マナブ

〃 四段後藤　隆志大阪摂津和道院拳友会 大阪府 ゴトウ　タカシ



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■一般男子三段、四段の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 四段新井　椋大東京大塚 東京都 アライ　リョウタ

〃 四段内木　雄飛東京農業大学 東京都 ウチキ　ユウヒ

優秀賞 四段大内　喬介京都廣学館高校 京都府 オオウチ　キョウスケ

〃 四段大内　絢介京都廣学館高校 京都府 オオウチ　シュンスケ

優良賞 四段竹井　祐二大阪平野道院拳友会 大阪府 タケイ　ユウジ

〃 三段築地　飛武大阪平野道院拳友会 大阪府 ツキジ　ヒュウ

敢闘賞 三段小林　明史伏見丹波橋道院拳友会 京都府 コバヤシ　アキフミ

〃 三段植松　弘貴伏見丹波橋道院拳友会 京都府 ウエマツ　ヒロタカ

敢闘賞 四段船戸　弘哉大阪狭山道院拳友会 大阪府 フナト　ヒロチカ

〃 四段冨田　勇人泉北高等学校 大阪府 トミタ　ユウト

敢闘賞 四段岡﨑　雄悟報徳拳林会 兵庫県 オカザキ　ユウゴ

〃 四段川内　雄斗報徳拳林会 兵庫県 カワウチ　ユウト

■一般男子初段、二段の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 二段三野　チアゴ光名古屋伏屋道院 愛知県 ミノ　チアゴヒカル

〃 二段本山　智貴名古屋伏屋道院 愛知県 モトヤマ　トモキ

優秀賞 二段中井　優作法政大学 東京都 ナカイ　ユウサク

〃 二段五十子　黎法政大学 東京都 イカゴ　レイ

優良賞 二段桂木　周平泉州尾崎道院拳友会 大阪府 カツラギ　シュウヘイ

〃 初段神保　大地泉州尾崎道院拳友会 大阪府 シンポ　ダイチ

敢闘賞 二段尾形　亮磨名古屋瀬古道院 愛知県 オガタ　リョウマ

〃 二段森田　聖武豊みなみ道院 愛知県 モリタ　ショウ

敢闘賞 二段横田　凛久さいたま桜道院拳友会 埼玉県 ヨコタ　リク

〃 初段登嶋　宏仁さいたま桜道院拳友会 埼玉県 トシマ　コウジ

敢闘賞 初段永井　雄貴池袋スポーツセンター 東京都 ナガイ　ユウキ

〃 初段齋藤　晴渡明治大学 東京都 サイトウ　ハルト



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■一般女子三段以上の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 三段大西　美咲坂出専修道院拳友会 香川県 オオニシ　ミサキ

〃 三段山田　紫園坂出専修道院拳友会 香川県 ヤマダ　シオン

優秀賞 四段森井　愛美子大和郡山南 奈良県 モリイ　エミコ

〃 三段河原　やよい大和郡山南 奈良県 カワハラ　ヤヨイ

優良賞 四段山本　望東京大塚 東京都 ヤマモト　ノゾミ

〃 四段高橋　明日香日本武道館武道学園 東京都 タカハシ　アスカ

敢闘賞 四段樋口　麻緒群馬北毛 群馬県 ヒグチ　マオ

〃 三段小田切　紗羅樹徳高校 群馬県 オダギリ　サラ

敢闘賞 三段岡本　みさと東京大塚 東京都 オカモト　ミサト

〃 三段中本　凜明治大学 東京都 ナカモト　リン

敢闘賞 三段遠藤　歓奈湯の山道院 三重県 エンドウ　カンナ

〃 三段遠藤　香真湯の山道院 三重県 エンドウ 　コノミ

■一般女子初段、二段の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 二段山下　智代大阪八尾南道院拳友会 大阪府 ヤマシタ　トモヨ

〃 二段草葉　裕未大阪八尾南道院拳友会 大阪府 クサバ　ユミ

優秀賞 初段中川　瑞貴倉敷葦高スポーツ少年団 岡山県 ナカガワ　ミズキ

〃 二段福原　杏奈倉敷葦高スポーツ少年団 岡山県 フクハラ　アンナ

優良賞 二段根本　佳仙台中央道院 宮城県 ネモト　ケイ

〃 二段鎌田　祐衣宮城学院女子大学 宮城県 カマタ　ユイ

敢闘賞 初段出口　萌香さいたま桜道院拳友会 埼玉県 デグチ　モエカ

〃 二段横嶋　輝実埼玉大学 埼玉県 ヨコシマ　テルミ

敢闘賞 初段八田　眞桜名古屋太子道院 愛知県 ハッタ　マオ

〃 初段橋口　遥香東海平洲道院 愛知県 ハシグチ　ハルカ

敢闘賞 初段大村　典子伏見丹波橋道院拳友会 京都府 オオムラ　ノリコ

〃 二段津岡　春伏見丹波橋道院拳友会 京都府 ツオカ　ハル



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■女子護身技法の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 三段出井　達也トヨタ自動車 愛知県 イデイ　タツヤ

〃 三段川村　海月名城大学 愛知県 カワムラ　ミツキ

優秀賞 三段井上　日和倉敷北道院 岡山県 イノウエ　ヒヨリ

〃 四段井上　陸岡山教員支部 岡山県 イノウエ　リク

優良賞 三段大野　水彩埼玉武道館支部 埼玉県 オオノ　ミサ

〃 三段荒井　大輝埼玉武道館支部 埼玉県 アライ　ダイキ

敢闘賞 三段桂　礼川崎西道院 神奈川県 カツラ　ヒロ

〃 二段桂　マイア川崎西道院 神奈川県 カツラ　マイア

敢闘賞 三段川﨑　茜里仙台中央道院 宮城県 カワサキ　アカリ

〃 三段渡邉　正尭仙台中央道院 宮城県 ワタナベ　マサタカ

敢闘賞 四段松原　健日本武道館武道学園 東京都 マツバラ　ケン

〃 三段額賀　郁乃日本武道館武道学園 東京都 ヌカガ　イクノ

■大学生男子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 三段大西　千匡日本体育大学 全日本学生 オオニシ   チキョウ

〃 三段合田　仁一郎日本体育大学 全日本学生 ゴウダ  ジンイチロウ

優秀賞 三段谷　龍一日本体育大学 東京都 タニ　リュウイチ

〃 三段前田　琉彗日本体育大学 東京都 マエダ　リュウセイ

優良賞 三段小田　翔明治大学 東京都 オダ　カケル

〃 三段日光　駿太明治大学 東京都 ニッコウ　シュンタ

敢闘賞 三段村社　光翼日本体育大学 東京都 ムラコソ　ツバサ

〃 三段三谷　聡伸日本体育大学 東京都 ミタニ　ソウシン

敢闘賞 三段桝田　美音追手門学院大学 全日本学生 マスダ   ミオン

〃 三段河原　真二追手門学院大学 全日本学生 カワハラ   シンジ

敢闘賞 三段箕浦　健介滋賀皇子山道院拳友会 滋賀県 ミノウラ ケンスケ

〃 三段古川　晴也滋賀皇子山道院拳友会 滋賀県 フルカワ　ハルヤ



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■大学生女子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 三段遠藤　直早稲田大学 全日本学生 エンドウ   ナオ

〃 三段三森　菜々香早稲田大学 全日本学生 ミモリ   ナナカ

優秀賞 三段三笠　七海関西外国語大学 大阪府 ミカサ　ナナミ

〃 三段大﨑　つぐみ関西外国語大学 大阪府 オオサキ　ツグミ

優良賞 三段喜多　あみる同志社大学 京都府 キタ　アミル

〃 三段高橋　希実同志社大学 京都府 タカハシ　ノゾミ

敢闘賞 三段鈴木　敦賀日本体育大学 東京都 スズキ　アツカ

〃 三段立元　日香里日本体育大学 東京都 タツモト　ヒカリ

敢闘賞 二段室永　彩希同志社大学 京都府 ムロナガ　サキ

〃 三段長﨑　萌夏同志社大学 京都府 ナガサキ　モエカ

敢闘賞 三段中谷　亜美追手門学院大学 全日本学生 ナカタニ   アミ

〃 三段岡田　凜追手門学院大学 全日本学生 オカダ   リン

■高校生男子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 三段阿蘓品　泰輝本部道院拳友会 香川県 アソシナ　タイキ

〃 初段豆山　陽哉坂出専修道院拳友会 香川県 マメヤマ　ハルヤ

優秀賞 三段 小嶋　智希神島高校 全国高校 コジマ   トモキ

〃 三段下野　大和神島高校 全国高校 (シモノ   ヤマト

優良賞 三段安藤　琥斗輝桜林高校 全国高校 アンドウ　コトキ

〃 三段鈴木　出海桜林高校 全国高校 スズキ　イズミ

敢闘賞 三段安田　伊志一燈園中学・高校 京都府 ヤスダ　イサシ

〃 二段ユゴビッチ　慈陽一燈園中学・高校 京都府 ユゴビッチ　ジョウ

敢闘賞 三段織田　卓杜大阪産業大学附属高校 大阪府 オダ　タクト

〃 二段山﨑　響貴大阪産業大学附属高校 大阪府 ヤマザキ　ヒビキ

敢闘賞 三段谷　雄生坂出第一高校 全国高校 タニ　ユウセイ

〃 三段大河内　星那坂出第一高校 全国高校 オオコウチ　セナ



2022年少林寺拳法全国大会 in OSAKA　
表彰一覧

■高校生女子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 初段荏原　碧富良野光明寺道院 北海道 エハラ　アオイ

〃 初段壽浅　瑠称富良野光明寺道院 北海道 ジュアサ　ルナ

優秀賞 三段越智　桃歌大阪高校 全国高校 オチ　モモカ

〃 三段霜田　華大阪高校 全国高校 シモダ　ハナ

優良賞 二段花里　美奈賢明女子学院 全国高校 ハナザト　ミナ

〃 初段佐々木　ひかり賢明女子学院 全国高校 ササキ　ヒカリ

敢闘賞 初段三　美蕾桜林高校 千葉県 ミツハシ　ミライ

〃 1級片倉　結菜桜林高校 千葉県 カタクラ　ユナ

敢闘賞 初段尾﨑　凛坂出第一高校 香川県 オザキ　リン

〃 初段長田　心愛坂出第一高校 香川県 ナガタ　ココナ

敢闘賞 二段杉山　琴美福岡夜須スポ少 福岡県 スギヤマ　コトミ

〃 初段桑野　愛心福岡夜須スポ少 福岡県 クワノ　アイミ

■中学生男子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 初段相良　海翔泉州尾崎道院拳友会 大阪府  サガラ　　カイト

〃 初段南　小蒔泉州尾崎道院拳友会 大阪府 ミナミ　コマキ

優秀賞 初段新岡　史道石狩緑苑台スポーツ少年団 北海道 ニイオカ　シド

〃 初段武田　舞人石狩緑苑台スポーツ少年団 北海道 タケダ　マイト

優良賞 1級多田　侑希豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 タダ ユウキ

〃 1級木村　桜輔豊中豊島スポーツ少年団 大阪府 キムラ オウスケ

敢闘賞 初段中出　愛斗石川根上スポーツ少年団 石川県 ナカデ　マナト

〃 初段中田　桜太石川根上スポーツ少年団 石川県 ナカダ　オウタ

敢闘賞 初段前田　明樹倉敷北スポーツ少年団 岡山県 マエダ　ハルキ

〃 2級小池　康成倉敷北スポーツ少年団 岡山県 コイケ　コウセイ

敢闘賞 二段原田　裕基佐賀小城スポーツ少年団 佐賀県 ハラダ　ユウキ

〃 二段岩本　成晃佐賀小城スポーツ少年団 佐賀県 イワモト　シゲアキ
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■中学生女子の部

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 初段本田　明莉皇子山スポーツ少年団 滋賀県 ホンダ　アカリ

〃 初段白濵　苺香皇子山スポーツ少年団 滋賀県 シラハマ　イチカ

優秀賞 初段藤本　凪一宮中部道院 愛知県 フジモト　ナギ

〃 初段竹山　桜子一宮中部道院 愛知県 タケヤマ　サクラコ

優良賞 初段徳丸　樹福岡中央 福岡県 トクマル　ミキ

〃 初段梶原　法香福岡中央 福岡県 カジワラ　ノリカ

敢闘賞 初段安田　琴音内部スポーツクラブ 三重県 ヤスダ　コトネ

〃 初段安田　裕音内部総合スポーツクラブ 三重県 ヤスダ　ユウネ

敢闘賞 2級安田　祈代一燈園中学高校 全国中学校 ヤスダ　キヨリ

〃 2級木村　安寿季一燈園中学高校 全国中学校 キムラ　アズキ

敢闘賞 二段窪　夏美福岡西 福岡県 クボ　ナツミ

〃 初段川畑　華凜福岡西 福岡県 カワハタ　カリン

■小学生の部Ａ

表彰 所属 都道府県 氏名 武階

最優秀賞 2級古橋　彗名古屋伏屋道院 愛知県 フルハシ　スイ

〃 3級小杉　美心名古屋伏屋道院 愛知県 コスギ　ミミ

優秀賞 4級森谷　薙優名古屋伏屋道院 愛知県 モリヤ　チヒロ

〃 5級山田　実咲名古屋伏屋道院 愛知県 ヤマダ　ミサキ

優良賞 3級井上　慧美富良野光明寺道院 北海道 イノウエ　サトミ

〃 4級篠嶋　那結富良野光明寺道院 北海道 シノジマ　ナユ

敢闘賞 初段姉崎　結皇子山スポーツ少年団 滋賀県 アネザキ　ユイ

〃 初段白濵　芽花皇子山スポーツ少年団 滋賀県 シハラマ　メイカ

敢闘賞 2級西岡　小春大阪摂津和道院拳友会 大阪府 ニシオカ　コハル

〃 3級川口　璃子大阪摂津和道院拳友会 大阪府 カワグチ　リコ

敢闘賞 1級大岡　三紗橋本西スポーツ少年団 和歌山県 オオオカ　ミスズ

〃 1級井上　晴橋本西スポーツ少年団 和歌山県 イノウエ　ハレ




