
順位 種目 所属 氏名 武階 氏名 武階 得点 決勝進出

1 男子組演武　競技２ 武雄 髙野　凌生 三段 福田　昴生 初段 256.0

2 男子組演武　競技２ 三池 式　潤成 二段 山口　琳汰朗 初段 254.5

3 男子組演武　競技２ 武雄 谷口　雄一 １級 福島　博人 二段 253.5

4 男子組演武　競技２ ルーテル学院 西川　恭平 二段 堀口　詠冬 初段 250.0

5 男子組演武　競技２ 常磐 梅田　大次郎 二段 村上　寛征 １級 247.0

6 男子組演武　競技２ ルーテル学院 猪飼　栞汰 ５級 北里　七星 ５級 244.0

7 男子組演武　競技２ 真和 松崎　亨星 二段 中島　颯梧 二段 244.0

1 女子組演武　競技２ 武雄 古賀　文奈 初段 佐藤　彩音 初段 261.0

2 女子組演武　競技２ 武雄 溝口　藍 初段 宮原　希美 初段 258.5

3 女子組演武　競技２ 常磐 森本　玲奈 二段 山本　夢羽 初段 256.0

4 女子組演武　競技２ 武雄 毛利　小梅 １級 真﨑　萌々子 初段 252.5

5 女子組演武　競技２ ルーテル学院 桂木　春名 ５級 中原　妃奈子 ５級 249.0

6 女子組演武　競技２ ルーテル学院 森田　みゆ ６級 山田　小桃 ６級 248.0

7 女子組演武　競技２ 常磐 荒金　美羽 初段 原田　雪乃 初段 244.0

8 女子組演武　競技２ 御船 増田　真理子 ６級 塚本　真己 ６級 241.5

1 女子単独演武 A組 朝倉東 熊本　あい 二段 258.0 〇

2 女子単独演武 A組 福岡講倫館 西　実和子 二段 254.5 〇

3 女子単独演武 A組 ルーテル学院 橋本　光優 １級 253.5 〇

4 女子単独演武 A組 神村 真﨑　菜々子 二段 252.5

5 女子単独演武 A組 武雄 平川　晴菜 初段 252.0

6 女子単独演武 A組 玖珠美山 小野　優花 初段 247.5

1 女子単独演武 B組 久留米信愛 杉山　琴美 初段 255.5 〇

2 女子単独演武 B組 御船 緒方　友里可 二段 252.5 〇

3 女子単独演武 B組 武雄 鈴山　愛玲 初段 251.0 〇

4 女子単独演武 B組 朝倉東 花田　裕紀子 初段 249.5

5 女子単独演武 B組 佐世保東翔 前尾　咲良 初段 245.5

1 男子単独演武 A組 朝倉 杉山　奏太 二段 260.5 〇

2 男子単独演武 A組 玖珠美山 向井　勇登 三段 259.0 〇

3 男子単独演武 A組 希望が丘 秋永　崇心 二段 251.5 〇

4 男子単独演武 A組 鶴丸 新名主　朋哉 初段 248.0 〇

5 男子単独演武 A組 ルーテル学院 田中　麗珠 初段 247.5

6 男子単独演武 A組 有田工 梶山　翔太郎 三段 246.5

7 男子単独演武 A組 鹿児島城西 肥後　真綸 初段 245.5

8 男子単独演武 A組 鶴丸 白坂　優太 二段 244.0

9 男子単独演武 A組 佐伯豊南 藤原　天 初段 244.0

10 男子単独演武 A組 大津 下川　耀生 初段 242.5

1 男子単独演武 B組 ルーテル学院 森本　勇己 三段 264.0 〇

2 男子単独演武 B組 博多工業 相良　浩太 二段 254.5 〇

3 男子単独演武 B組 武蔵台 梅﨑　璃玖 二段 253.5 〇

4 男子単独演武 B組 北陵 加藤　翔大 三段 249.5 〇

5 男子単独演武 B組 佐世保南 種本　依織 二段 249.0

6 男子単独演武 B組 鎮西 杉本　俊輔 二段 248.5

7 男子単独演武 B組 玖珠美山 坂本　結音 初段 244.5

8 男子単独演武 B組 武雄 江口　慶 二段 244.5

9 男子単独演武 B組 鹿児島商業 樋口　陽土 二段 棄権

1 男子団体演武 ルーテル学院 255.0

2 男子団体演武 武雄高校 254.0

1 女子団体演武 武雄高校 258.0

2 女子団体演武 ルーテル学院 250.0

3 女子団体演武 常磐高校 247.5

※男子・女子組演武は初日と二日目の合計で順位を出す。

令和３年度全九州高校総体少林寺拳法競技大会
＜競技結果一覧（初日）＞

令和3年６月１９日（土）　中間体育文化センター



順位 種目 所属 氏名 武階 氏名 武階 得点

1 男子組演武　競技1 武雄 髙野　凌生 三段 福田　昴生 初段 262.0

2 男子組演武　競技1 三池 式　潤成 二段 山口　琳汰朗 初段 258.0

3 男子組演武　競技1 ルーテル学院 西川　恭平 二段 堀口　詠冬 初段 254.5

4 男子組演武　競技1 武雄 谷口　雄一 １級 福島　博人 二段 256.5

5 男子組演武　競技1 常磐 梅田　大次郎 二段 村上　寛征 １級 254.0

6 男子組演武　競技1 真和 松崎　亨星 二段 中島　颯梧 二段 245.5

7 男子組演武　競技1 ルーテル学院 猪飼　栞汰 ５級 北里　七星 ５級 240.5

1 女子組演武　競技1 武雄 古賀　文奈 初段 佐藤　彩音 初段 256.0

2 女子組演武　競技1 武雄 溝口　藍 初段 宮原　希美 初段 253.5

3 女子組演武　競技1 ルーテル学院 森田　みゆ ６級 山田　小桃 ６級 252.5

4 女子組演武　競技1 常磐 森本　玲奈 二段 山本　夢羽 初段 250.5

5 女子組演武　競技1 武雄 毛利　小梅 １級 真﨑　萌々子 初段 252.5

6 女子組演武　競技1 常磐 荒金　美羽 初段 原田　雪乃 初段 248.0

7 女子組演武　競技1 ルーテル学院 桂木　春名 ５級 中原　妃奈子 ５級 249.0

8 女子組演武　競技1 御船 増田　真理子 ６級 塚本　真己 ６級 242.0

1 男子組演武　競技２ 武雄 髙野　凌生 三段 福田　昴生 初段 256.0

2 男子組演武　競技２ 三池 式　潤成 二段 山口　琳汰朗 初段 254.5

3 男子組演武　競技２ 武雄 谷口　雄一 １級 福島　博人 二段 253.5

4 男子組演武　競技２ ルーテル学院 西川　恭平 二段 堀口　詠冬 初段 250.0

5 男子組演武　競技２ 常磐 梅田　大次郎 二段 村上　寛征 １級 247.0

6 男子組演武　競技２ ルーテル学院 猪飼　栞汰 ５級 北里　七星 ５級 244.0

7 男子組演武　競技２ 真和 松崎　亨星 二段 中島　颯梧 二段 244.0

1 女子組演武　競技２ 武雄 古賀　文奈 初段 佐藤　彩音 初段 261.0

2 女子組演武　競技２ 武雄 溝口　藍 初段 宮原　希美 初段 258.5

3 女子組演武　競技２ 常磐 森本　玲奈 二段 山本　夢羽 初段 256.0

4 女子組演武　競技２ 武雄 毛利　小梅 １級 真﨑　萌々子 初段 252.5

5 女子組演武　競技２ ルーテル学院 桂木　春名 ５級 中原　妃奈子 ５級 249.0

6 女子組演武　競技２ ルーテル学院 森田　みゆ ６級 山田　小桃 ６級 248.0

7 女子組演武　競技２ 常磐 荒金　美羽 初段 原田　雪乃 初段 244.0

8 女子組演武　競技２ 御船 増田　真理子 ６級 塚本　真己 ６級 241.5

1 女子単独演武 久留米信愛 杉山　琴美 初段 259.5

2 女子単独演武 福岡講倫館 西　実和子 二段 257.5

3 女子単独演武 朝倉東 熊本　あい 二段 257.5

4 女子単独演武 武雄 鈴山　愛玲 初段 257.0

5 女子単独演武 御船 緒方　友里可 二段 254.0

6 女子単独演武 ルーテル学院 橋本　光優 １級 253.5

1 男子単独演武 ルーテル学院 森本　勇己 三段 266.5

2 男子単独演武 朝倉 杉山　奏太 二段 260.5

3 男子単独演武 希望が丘 秋永　崇心 二段 257.0

4 男子単独演武 博多工業 相良　浩太 二段 256.5

5 男子単独演武 玖珠美山 向井　勇登 三段 255.0

6 男子単独演武 武蔵台 梅﨑　璃玖 二段 254.5

7 男子単独演武 北陵 加藤　翔大 三段 251.0

8 男子単独演武 鶴丸 新名主　朋哉 初段 248.0

競技１ 競技２

1 女子組演武 武雄 古賀　文奈 初段 佐藤　彩音 初段 256.0 261.0 517.0

2 女子組演武 武雄 溝口　藍 初段 宮原　希美 初段 253.5 258.5 512.0

3 女子組演武 常磐 森本　玲奈 二段 山本　夢羽 初段 252.5 256.0 508.5

4 女子組演武 武雄 毛利　小梅 １級 真﨑　萌々子 初段 250.5 252.5 503.0

5 女子組演武 ルーテル学院 森田　みゆ ６級 山田　小桃 ６級 252.5 248.0 500.5

6 女子組演武 ルーテル学院 桂木　春名 ５級 中原　妃奈子 ５級 248.0 249.0 497.0

7 女子組演武 常磐 荒金　美羽 初段 原田　雪乃 初段 249.0 244.0 493.0

8 女子組演武 御船 増田　真理子 ６級 塚本　真己 ６級 242.0 241.5 483.5

1 男子組演武 武雄 髙野　凌生 三段 福田　昴生 初段 262.0 256.0 518.0

2 男子組演武 三池 式　潤成 二段 山口　琳汰朗 初段 258.0 254.5 512.5

3 男子組演武 武雄 谷口　雄一 １級 福島　博人 二段 254.5 253.5 508.0

4 男子組演武 ルーテル学院 西川　恭平 二段 堀口　詠冬 初段 256.5 250.0 506.5

5 男子組演武 常磐 梅田　大次郎 二段 村上　寛征 １級 254.0 247.0 501.0

6 男子組演武 真和 松崎　亨星 二段 中島　颯梧 二段 245.5 244.0 489.5

7 男子組演武 ルーテル学院 猪飼　栞汰 ５級 北里　七星 ５級 240.5 244.0 484.5

令和３年度全九州高校総体少林寺拳法競技大会
＜競技結果一覧(2日目）＞

令和3年６月２０日（日）　中間体育文化センター
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