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第 21 回 全国高等学校日本拳法選抜大会 
 
期日：平成 29 年 3 月 25 日（土）団体競技 26 日（日）個人競技 会場：大阪市立修道館(大阪城) 

主催：JHNKF 全国高等学校日本拳法連盟 

後援：スポーツ庁・大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・読売新聞大阪本社 

 大阪日日新聞・NHK 大阪放送局・(一般財団法人)日本拳法全国連盟・(公益財団法人)日本拳法会 

主管：西日本高等学校日本拳法連盟・大阪高等学校体育連盟日本拳法専門部 
 
第１日：３月２５日（土）開会式 12:00～12:20 団体競技 12:30～15:10 
 
□ 男子団体競技（出場 11 校） ※ 代・・・代表戦で勝ち 
 
１回戦 

   県立大淀高等学校（奈良県）    １－２ 栄徳高等学校（愛知県）      ○ 

   初芝立命館高等学校（大阪府）   １－３ 県立橿原高等学校（奈良県）    ○ 

 ○ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ３－２ 桜丘高等学校（愛知県） 
 
準々決勝 

 ○ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ５－０ 栄徳高等学校（愛知県） 

 ○ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府）３－２ 県立青翔高等学校（奈良県） 

 ○ 県立翔陽高等学校（熊本県）    ３－２ 県立橿原高等学校（奈良県） 

 ○ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ３－２ 大阪高等学校（大阪府） 
 
準決勝・第１試合 

 ○ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ３－２ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） 

         先鋒 ○ 中倉 翔太 ２－０ 米川 涼介 

         次鋒   森  勇心 ０－２ 木村 柊也 ○ 

         中堅   上田 稜也 ０－２ 冨永 一希 ○ 

         副将 ○ 大谷 六樹 １－０ 野川 拓真 

         大将 ○ 那須 源也 ２－０ 吉村 遊風 
 
準決勝・第２試合 

   県立翔陽高等学校（熊本県）    ２－３ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ○ 

         先鋒 ○ 松本 和也 ２－０ 田中 颯竜 

         次鋒   春日 拓樹 ０－１ 大野 直樹 ○ 

         中堅   松岡 大輝 ０－２ 小土井壱貴 ○ 

         副将   福田 侑正 ０－２ 久根木寿輝也○ 

         大将 ○ 川下 拓人 １－０ 高田  陸 
 
決勝 

   大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ２－３ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ○ 

         先鋒   中倉 翔太 ０－２ 小土井壱貴 ○ 

         次鋒 ○ 森  勇心 ２－０ 高田  陸 

         中堅   上田 稜也 ０－２ 久根木寿輝也○ 

         副将 ○ 大谷 六樹 ２－０ 大野 直樹 

         大将   那須 源也 １－２ 田中 颯竜 ○ 
 
男子団体競技・入賞校 
 
 優 勝 東大阪大学柏原高等学校 （大阪府）  最優秀選手 久根木寿輝也（東大阪大柏原） 

     （※ ３年ぶり５回目） 

 準優勝 大阪商業大学堺高等学校 （大阪府）   優秀選手 大谷 六樹（大阪商業大堺） 

 第３位 関西福祉科学大学高等学校（大阪府）   優秀選手 木村 柊也（関西福祉科学） 

 第３位 県立翔陽高等学校    （熊本県）   優秀選手 松本 和也（県立翔陽） 
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□ 女子団体競技（出場 10 校） ※ 代・・・代表戦で勝ち 
 
 １回戦 

   栄徳高等学校（愛知県）      ０－２ 県立橿原高等学校（奈良県）     ○ 

   関西大学高等部（大阪府）     ０－２ 県立矢部高等学校（熊本県）     ○ 
 
準々決勝 

 ○ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ２－１ 県立橿原高等学校（奈良県） 

   大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) ０－２ 藤ノ花女子高等学校（愛知県）    ○ 

   関西福祉科学大学高等学校(大阪府) １－２ 桜丘高等学校（愛知県）       ○ 

 ○ 県立矢部高等学校（熊本県）    ３－０ 大阪桐蔭高等学校（大阪府） 
 
準決勝・第１試合 

   大阪商業大学堺高等学校（大阪府） １－２ 藤ノ花女子高等学校（愛知県）    ○ 

         先鋒   角野 円香 ０－２ 塩谷 佳美 ○ 

         中堅   彦坂あいか ０－２ 尾藤はるな ○ 

         大将 ○ 木谷 未悠 １－０ 中山 香穂 
 
準決勝・第２試合 

   桜丘高等学校（愛知県）      １－２ 県立矢部高等学校（熊本県）     ○ 

         先鋒 ○ 竹原 侑利 ２－０ 亀谷 舞衣 

         中堅   加藤 茉祐 １－２ 安永 愛美 ○ 

         大将   金子 綺乃 ０－１ 渡邉 知佳 ○ 
 
決勝 

 ○ 藤ノ花女子高等学校（愛知県）   ３－０ 県立矢部高等学校（熊本県） 

         先鋒 ○ 塩谷 佳美 ２－０ 安永 愛美 

         中堅 ○ 尾藤はるな ２－０ 亀谷 舞衣 

         大将 ○ 中山 香穂 ２－１ 渡邉 知佳 
 
女子団体競技・入賞校 
 
 優 勝 藤ノ花女子高等学校（愛知県）      最優秀選手 塩谷 佳美（藤ノ花女子） 

     （※ ２年ぶり７回目） 

 準優勝 県立矢部高等学校（熊本県）        優秀選手 安永 愛美（県立矢部） 

 第３位 大阪商業大学堺高等学校（大阪府）     優秀選手 木谷 未悠（大阪商業大堺） 

 第３位 桜丘高等学校（愛知県）          優秀選手 竹原 侑利（桜丘高校） 
 
第２日：３月２６日（日）開始式 10:00～10:10 個人競技 10:20～15:00 
 
□ 男子個人競技（出場 92 名／４回戦(ﾍﾞｽﾄ 16)以上）延：１分間延長戦で１本勝ち，判：１分間延長戦で判定勝ち 
 
 ４回戦 

 ○ 久根木寿輝也 東大阪大柏原 大阪府 ２－０ 川下 拓人 県立翔陽   熊本県 

   大野 直樹 東大阪大柏原 大阪府 ０－１ 増井 聡志 県立宝塚   兵庫県 ○ 

   眞榮田祐貴 県立青翔   奈良県 ０－２ 木村 柊也 関西福祉科学 大阪府 ○ 

   高田  陸 東大阪大柏原 大阪府 ０－２ 大谷 六樹 大阪商業大堺 大阪府 ○ 

 ○ 野川 拓真 関西福祉科学 大阪府 ２－０ 松本 澪音 府立城東工科 大阪府 

   村鞘 風太 大阪高校   大阪府 ０－２ 冨永 一希 関西福祉科学 大阪府 ○ 

   橋本 文蔵 清風高校   大阪府 ０－１ 深町 雅也 県立朝倉   福岡県 ○ 

 ○ 的場 大空 県立青翔   奈良県 １延０ 横井 竜太 桜丘高校   愛知県 
 
準々決勝 

 ○ 久根木寿輝也 東大阪大柏原 大阪府 １－０ 増井 聡志 県立宝塚   兵庫県 

 ○ 木村 柊也 関西福祉科学 大阪府 １－０ 大谷 六樹 大阪商業大堺 大阪府 

   野川 拓真 関西福祉科学 大阪府 ０延１ 冨永 一希 関西福祉科学 大阪府 ○ 

 ○ 深町 雅也 県立朝倉   福岡県 ２－０ 的場 大空 県立青翔   奈良県 
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準決勝 

 ○ 久根木寿輝也 東大阪大柏原 大阪府 ２－０ 木村 柊也 関西福祉科学 大阪府 

 ○ 冨永 一希 関西福祉科学 大阪府 ０－０ 深町 雅也 県立朝倉   福岡県 

                 延長 １－０ 

決勝 

 ○ 久根木寿輝也 東大阪大柏原 大阪府 １－１ 冨永 一希 関西福祉科学 大阪府 

                 延長 １－０ 

男子個人競技・入賞選手 

 優 勝 久根木寿輝也 東大阪大学柏原高等学校  大阪府 

 準優勝 冨永 一希  関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

 第３位 木村 柊也  関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

 第３位 深町 雅也  県立朝倉高等学校     福岡県 

 第５位 増井 聡志  県立宝塚高等学校     兵庫県 

 第５位 野川 拓真  関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

 第５位 大谷 六樹  大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

 第５位 的場 大空  県立青翔高等学校     奈良県 
 
□ 女子個人競技（出場 36 名／３回戦（ﾍﾞｽﾄ 16）以上）延：１分間延長戦で１本勝ち，判：１分間延長戦で判定勝ち 
 
 ３回戦 

 ○ 尾藤はるな 藤ノ花女子  愛知県 ２－０ 坂上 遥香 県立橿原   奈良県 

 ○ 竹原 侑利 桜丘高校   愛知県 １－０ 小倉寿紀乃 大阪商業大堺 大阪府 

 ○ 木谷 未悠 大阪商業大堺 大阪府 ２－０ 清水 美玖 関西福祉科学 大阪府 

   藤井本真愛 県立橿原   奈良県 ０－１ 彦坂あいか 大阪商業大堺 大阪府 ○ 

 ○ 彦坂 りさ 関西福祉科学 大阪府 ２－０ 藤原 百花 大阪体大浪商 大阪府 

 ○ 新垣 美咲 大阪商業大堺 大阪府 ２－０ 鈴木 涼花 藤ノ花女子  愛知県 

 ○ 西 紗愛耶 大阪商業大堺 大阪府 ０判０ 谷山 沙冶 大阪桐蔭   大阪府 

   角野 円香 大阪体大浪商 大阪府 １－２ 塩谷 佳美 藤ノ花女子  愛知県 ○ 
 
準々決勝 

 ○ 尾藤はるな 藤ノ花女子  愛知県 ２－０ 竹原 侑利 桜丘高校   愛知県 

   木谷 未悠 大阪商業大堺 大阪府 ０延１ 彦坂あいか 大阪商業大堺 大阪府 ○ 

 ○ 彦坂 りさ 関西福祉科学 大阪府 ０判０ 新垣 美咲 大阪商業大堺 大阪府 

   西 紗愛耶 大阪商業大堺 大阪府 ０－２ 塩谷 佳美 藤ノ花女子  愛知県 ○ 
 
準決勝 

 ○ 尾藤はるな 藤ノ花女子  愛知県 ２－０ 彦坂あいか 大阪商業大堺 大阪府 

   彦坂 りさ 関西福祉科学 大阪府 ０－２ 塩谷 佳美 藤ノ花女子  愛知県 ○ 
 
決勝 

 ○ 尾藤はるな 藤ノ花女子  愛知県 ２－０ 塩谷 佳美 藤ノ花女子  愛知県 
 
女子個人競技・入賞選手 
 
  優 勝 尾藤はるな 藤ノ花女子高等学校    愛知県 

  準優勝 塩谷 佳美 藤ノ花女子高等学校    愛知県 

  第３位 彦坂あいか 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

  第３位 彦坂 りさ 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

  第５位 竹原 侑利 桜丘高等学校       愛知県 

  第５位 西 紗愛耶 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

  第５位 木谷 未悠 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

  第５位 新垣 美咲 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 


