
第49回 日本拳法 高校個人選手権大会
令和元年9月22日

男子個人の部 大阪市中央体育館

名前 段位 学校 都道府県 名前 段位 学校 都道府県

埼玉県 3511 海　堀　巧　誠 弐段 初芝立命館高等学校 大阪府

野　村　龍　星 弐段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 3612 倉　田　　　要 弐段 県立亀山高等学校 三重県

三重県 339 加　藤 秀　飛 初段 都立足立工業高校 東京都

西　本　悠　真 初段 府立今宮工科高等学校 大阪府 3410 前　田　悠　登 1級 大阪高等学校 大阪府

福岡県 317 田　中　創　大 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府

籠　谷　郁　吹 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 328 松　田　航　希 弐段 清風高等学校 大阪府

千葉県 295 大　居　教　広 弐段 大阪体育大学浪商高等学校 大阪府

御　影　靖　成 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 306 深　町　拓　海 初段 県立浮羽工業高等学校 福岡県

徳島県 273 梅　本　　　俊 1級 府立今宮工科高等学校 大阪府

広　兼　　　蓮 弐段 関西大学高等部 大阪府 284 千　葉　柊　都 初段 慶應義塾高等学校 神奈川県

愛知県 251 新　垣　颯　太 弐段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

杉　岡　良　磨 初段 県立橿原高等学校 奈良県 262 海　道　音　生 初段 桜丘高等学校 愛知県

土　屋　睦　生 弐段 桜丘高等学校

光　永　直　哉 初段 県立阿波高等学校

岩　﨑　彪　馬 初段 県立松戸六実高等学校

森　川　征　那 初段 県立三井高等学校

藤　　　友　樹 3級 県立上野高等学校

青　木　海偉斗 初段 埼玉県立浦和商業高等学校

三位決定戦

井　上　晴　陽 初段 県立三井高等学校 福岡県 4824 須　田　健　斗 弐段 府立今宮工科高等学校 大阪府

金　田　空　大 1級 明星高等学校 大阪府 4723 大　川　　　翔 弐段 藤嶺学園藤沢高等学校 神奈川県

戸　﨑　　　将 弐段 桜丘高等学校 愛知県 4622 匹　田　海　大 初段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

植　木　康　平 初段 慶應義塾高等学校 神奈川県 4521 大　浦　　　翔 初段 桜丘高等学校 愛知県

土　屋　賢　生 弐段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 4420 藤　井　宏　彰 1級 清風高等学校 大阪府

篠　原　山　人 弐段 県立徳島中央高等学校 徳島県 4319 脇　　　健　剛 弐段 県立橿原高等学校 奈良県

岩　本　　　晃 弐段 県立橿原高等学校 奈良県 4218 西　　　翔　世 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府

浦　窪　大吾朗 初段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 4117 澤　村　優　雅 3級 県立大竹高等学校 山口県

田　村　龍　光 初段 県立御殿場南高等学校 静岡県 4016 八　木　大　輝 初段 大阪高等学校 大阪府

住　田　壮　広 初段 府立今宮工科高等学校 大阪府 3915 金　子　剛　士 初段 県立佐世保西高等学校 長崎県

杢　野　遥　紀 初段 桜丘高等学校 愛知県 3814 藤　原　隼　人 弐段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

川　内　　　宝 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 3713 長谷川　元　望 弐段 桜丘高等学校 愛知県

19 脇　　　健　剛 弐段

戸　﨑　　　将 弐段48



第25回 日本拳法 高校女子個人選手権大会
令和元年9月22日

女子個人の部 大阪市中央体育館
名前 段位 学校 都道府県 名前 段位 学校 都道府県

愛知県 269 鈴　木　綾　華 弐段 藤ノ花女子高等学校 愛知県

大阪府 247 白　銀　愛　子 初段 県立橿原高等学校 奈良県

川  合　麻夏子 初段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 258 宝　得　未　知 初段 大阪高等学校 大阪府

大阪府 225 栗　山　ひより 初段 大阪高等学校 大阪府

白　根　千　紗 初段 県立橿原高等学校 奈良県 236 谷　元　　　楓 初段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

大阪府 203 正　木　百　花 1級 大阪学院大学高等学校 大阪府

荒　川　由　妃 初段 県立菰野高等学校 三重県 214 釜　我　仁衣奈 初段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府

大阪府 181 古　賀　愛　蘭 弐段 桜丘高等学校 愛知県

岡　田　麻　衣 1級 県立城南高等学校 徳島県 192 石　川　ら　ん 初段 県立橿原高等学校 奈良県

宝　得　未　咲 弐段 大阪高等学校

岸　本　梨　沙 初段 大阪商業大学堺高等学校

本　池　怜　奈 弐段 関西福祉科学大学高等学校

石　田　和　奏 2級 府立美原高校

中　村　友　郁 初段 桜丘高等学校

三位決定戦

中　馬　里　菜 参段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 35

海　野　鈴　子 初段 藤ノ花女子高等学校 愛知県 3417 大　川　桜　弥 弐段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

山　口　乃　愛 初段 おかやま山陽高等学校 岡山県 3316 久木山　陽　香 初段 藤ノ花女子高等学校 愛知県

安　東　亜　未 初段 マイン高等学院 大分県 3215 牟田谷　乃　愛 初段 県立大淀高等学校 奈良県

山　口　桜　花 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 3114 箕　野　さくら 初段 大阪高等学校 大阪府

濱　口　妃志莉 初段 県立伊勢高等学校 三重県 3013 岡　本　琴　音 弐段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府

奈良県 2811 冨　永　美　優 初段 関西福祉科学大学高等学校 大阪府

川　本　花　蓮 初段 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 2912 進　　　りのん 初段 桜丘高等学校 愛知県

瀧　花　サ　リ 参段 大阪高等学校 大阪府 2710 山　口　愛　香 初段 県立橿原高等学校 奈良県

17 大　川　桜　弥 弐段

26 中　村　友　郁 初段

十　河　桃　子 1級 県立橿原高等学校


