
2006 (平成18)年9月3日 第１回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 松山市/愛媛県立武道館
試合部門 優　勝 準優勝 第3位

一般男子(段外) 越智　拓也 (松山拳友会) 松岡　達矢 (岡山商科大学)　 竹田　正　 (自衛隊高知)
一般男子(有段) 坂井　栄治 (徳島本部道場)　 林　　利明 (徳島本部道場) 久米　敦　 (徳島大学)

2007 (平成19)年4月22日 第２回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 松山市/愛媛県立武道館
試合部門 優　勝 準優勝 第3位

一般男子(段外) 大岡　忍　 (陸自善通寺) 中原　雅貴 (徳島本部道場) 浜田　武　 (陸自善通寺) 
一般男子(有段) 佐藤　智之 (香川拳法クラブ) 桑井　隆和 (徳島県支部) 坂井　栄治 (徳島本部道場)

2007 (平成19)年9月2日 第３回 愛媛県選手権大会 (団体戦) 松山市/愛媛県立武道館
試合部門

【団　体】 香川拳法クラブ 岡山拳桃会 岡山商科大学日本拳法部A 

2008 (平成20)年10月5日 第４回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 松山市/愛媛県立武道館
試合部門

小学1･2年生 丸岡　誠　 (国府道場) 植月　嵐丸 (広島拳友会) 石原拳士郎 (国府道場) 郡　　新大 (国府道場)
小学3･4年生 中村　友哉 (国府道場)　 南　　颯馬 (国府道場) 石原愼之介 (国府道場) 石川　大樹 (国府道場)
小学5･6年生 冨尾　哲也 (国府道場) 中島彩都子 (広島拳友会) 三馬　和希 (国府道場) 廣瀬　泰巳 (もののふ塾)
中学生 上田　晃輝 (国府道場) 濱尾　絋光 (徳島県支部)　 壺内　雄平 (今治拳友会)
女子一般 山中　梨沙 (香川拳法クラブ)
一般男子(段外) 永野　一水 (国府道場) 長橋　伸二 (今治拳友会) 藤江　瑞樹 (岡山商科大学)
一般男子(有段) 佐藤　正典 (香川拳法クラブ)　 綾　　亮　 (広島拳法クラブ) 佐藤　智之 (香川拳法クラブ)
【団　体】 香川拳法クラブ 岡山商科大学日本拳法部A  岡山商大拳桃会瀬戸内道場 日本拳法連盟徳島県支部

※少年の部公開競技

2009 (平成21)年10月4日 第５回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館
試合部門

幼　年 高橋　典子 (今治拳友会) 伊藤　凜香 (今治拳友会) 田村　百萌 (今治拳友会) 田村虎太郎 (今治拳友会) 
冨士原遥香 (拳心館広島)

小学1年生 佐々木　悠 (広島拳法クラブ) 坂口　慎弥 (瀬戸内道場) 吉田陽之介 (瀬戸内道場) 野端　一葵 (広島拳法クラブ)
小学2年生 新舎　拓巳 (岡山道場) 森田　直人 (香川拳法クラブ) 石原拳士郎 (国府道場) 本田　義人 (国府道場)
小学3年生 郡　　新大 (国府道場) 丸岡　誠　 (国府道場) 植月　嵐丸 (広島拳友会) 吉田かんな (瀬戸内道場)
小学4年生 井村　直貴 (広島拳法クラブ) 石川　大樹 (国府道場) 山下　司　 (広島拳友会) 川部　翔太 (瀬戸内道場)
小学5年生 藤原　仁　 (瀬戸内道場) 内田　大貴 (瀬戸内道場) 井川　雅大 (国府道場) 近藤　元　 (今治拳友会)
小学6年生 今石　優飛 (広島拳法クラブ) 高橋　佳江 (今治拳友会) 長橋　龍我 (今治拳友会)
中学生 上田　晃輝 (国府道場) 藤原　翼　 (瀬戸内道場) 内田　健介 (瀬戸内道場) 吉田　ゆい (今治拳友会)
一般女子 山中　智視(香川拳法クラブ) 山中　梨沙 (香川拳法クラブ) 稲本美佐子 (今治拳友会) 楠橋　慶子 (今治拳友会) 

田村麻由美 (今治拳友会)
一般男子(段外) 重井　佳章 (香川拳法クラブ) 藤本　宏昭 (陸自善通寺) 村尾　亮　 (香川拳法クラブ) 細野　翔太 (岡山商科大学)
【団　体】 日本拳法連盟徳島県支部 香川拳法クラブA 岡山商大拳桃会瀬戸内道場 岡山商科大学A

※少年の部正式競技

日本拳法愛媛県大会 戦績

第3位

第3位優　勝 準優勝

優　勝 準優勝

優　勝 第3位 敢闘賞準優勝



日本拳法愛媛県大会 戦績
2010 (平成22)年10月3日 第６回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館
試合部門

幼　年 中川　和真 (土成道場) 田村虎太郎 (今治拳友会) 新舎菜々美 (岡山道場) 柳井　将希 (岡山道場) 矢野　正宗 (松山拳友会)
小学1年生男子 中川　裕翔 (土成道場) 宗本　有生 (楠州会) 三浦崇太郎 (土成道場) 郡　　蓮太 (国府道場) 柴田　恭輔 (楠州会)
小学1･2年生女子 伊藤　凜香 (今治拳友会) 高橋　典子 (今治拳友会) 田村　百萌 (今治拳友会) 矢野　百姫 (東温拳友会) 冨士原遥香 (拳心館広島)
小学2年生男子 原　　泰伸 (方上拳法クラブ) 佐々木　悠 (広島拳法クラブ) 谷本真之輔 (総社道場) 吉田陽之介(瀬戸内道場) 坂口　慎弥 (瀬戸内道場)
小学3年生 新舎　拓巳 (岡山道場) 門田　佳大 (今治拳友会) 原田　壱成 (方上拳法クラブ) 柴田　亮汰 (楠州会) 光永　直哉 (土成道場)
小学4年生男子 丸岡　誠　 (国府道場) 郡　　新大 (国府道場) 世戸　崚登 (土成道場) 植月　嵐丸 (広島拳友会) 築本　昭広 (方上拳法クラブ)
小学4年生女子 原田　実和 (国府道場) 門田茉那美 (今治拳友会) 松永　麻鈴 (楠州会) 橋本　奈実 (国府道場) 宗本　有由 (楠州会)
小学5年生 井村　直貴 (広島拳法クラブ) 川部　翔太 (瀬戸内道場) 南　　颯馬 (国府道場) 今石　開登 (広島拳法クラブ) 黒津　快斗 (楠州会)
小学6年生 光永　達哉 (土成道場) 鈴田　真生 (土成道場) 森川　陽貴 (土成道場) 米原　悠人 (土成道場) 武間　圭吾 (方上拳法クラブ)
中学生男子 丸岡　和生 (国府道場) 松尾　俊季 (土成道場) 今石　優飛 (広島拳法クラブ) 山元　竜一 (瀬戸内道場) 大戸井啓人 (土成道場)
中学生女子 藤原　翼　 (瀬戸内道場) 二ノ宮遥香 (広島拳法クラブ) 川﨑百恵子 (瀬戸内道場) 高橋　佳江 (今治拳友会)

試合部門
一般女子 田村麻由美 (今治拳友会) 楠橋　慶子 (今治拳友会) 木村　優里 (広島大学) 岡部起代子 (今治拳友会)
一般男子(段外) 宮川　昇蔵 (陸自善通寺) 松岡　雅芳 (陸自善通寺) 井上　翔太 (陸自善通寺) 田村　寛大 (陸自善通寺)
【団　体】 香川拳法クラブ 中京大学拳真会 陸自善通寺Ａ 松山拳友会

2011(平成23)年10月2日 第７回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館　
試合部門

幼　年 田村虎太郎 (今治拳友会) 井出　七星 (今治拳友会) 矢野　正宗 (東温松山拳友会) 南　　柊澄 (国府道場) 野端吟之介 (広島拳法クラブ)
小学1･2年生男子 岡田　真宙 (徳島県連盟) 廣瀬　合輝 (今治拳友会) 佐々木陸登 (広島拳法クラブ) 濵　　快翔 (志道館) 大西　天夢 (今治拳友会)
小学1･2年生女子 伊藤　凜香 (今治拳友会) 高橋　典子 (今治拳友会) 新舎菜々美 (岡山道場) 冨士原遥香 (拳心館広島)
小学3年生 佐々木　悠 (広島拳法クラブ) 谷本真之輔 (総社道場) 谷川　隼  (香川拳法クラブ）坂口　慎弥 (瀬戸内道場) 野端　一葵 (広島拳法クラブ)
小学4年生 新舎　拓巳 (岡山道場) 門田　佳大 (今治拳友会) 村澤　悠太 (総社道場) 廣瀬　寛人 (今治拳友会) 寺尾　颯人 (徳島県連盟)
小学5年生男子 丸岡　誠　 (国府道場) 寺尾　光矢 (徳島県連盟) 梶原　千聖 (国府道場) 植月　嵐丸 (広島拳友会) 山口　颯斗 (瀬戸内道場)
小学6年生男子 南　　颯馬 (国府道場) 川部　翔太(瀬戸内道場) 今石　開登 (広島拳法クラブ) 福井　敦貴 (広島拳友会) 馬野　頑志 (岡山道場)
小学5･6年生女子 谷川　百華 (香川拳法クラブ) 河上　椎南 (東温松山拳友会) 門田茉那美 (今治拳友会) 橋本　奈実 (国府道場) 上田　果歩 (国府道場)
中学1年生 藤原　仁　 (瀬戸内道場) 三馬　恭佑 (国府道場) 冨田　竜輝 (今治拳友会) 矢畑　克騎 (今治拳友会) 内田　大貴 (瀬戸内道場)
中学2・3年生 藤原　翼　 (瀬戸内道場) 内田　健介 (瀬戸内道場) 黒田　諒 　(志道館) 三馬　和希 (国府道場)

試合部門
高校生男子 上田　晃輝 (国府道場) 矢畑　颯斗 (今治拳友会) 濱尾　紘光 (徳島県連盟) 水流　元気 (広島拳友会)
一般男子(段外) 大谷　翔司 (陸自善通寺) 平野　航太 (今治拳友会) 井上　翔太 (陸自善通寺) 大岡　忍　 (陸自善通寺)
【団　体】 陸自善通寺Ａ 香川拳法クラブ 陸自善通寺Ｂ 岡山商科大学日本拳法部A 

日本拳法創始80年 「２０１７年えひめ国体開催内定記念事業」
2012(平成24)年10月7日 第８回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館
試合部門

幼　年 日下　悠斗 (国府道場) 南　　柊澄 (国府道場) 冨士原侑子 (拳心館広島) 佐々木滉介 (広島拳法クラブ) 柳井　将希 (岡山北桜館)
小学1年生 井出　七星 (今治拳友会) 柴田　将成 (徳島県連盟) 藤本　祥太 (今治拳友会) 坂口　陽紀 (瀬戸内道場) 鈴木竣汰朗 (総社道場)
小学2年生 新舎菜々美 (岡山北桜館) 八田　夏樹 (岩国道場) 佐々木陸登 (広島拳法クラブ) 竹内　成透 (岩国道場) 小倉　大虎 (東温松山)
小学3年生男子 岡田　眞宙 (徳島県連盟) 柳井　隆希 (岡山北桜館) 大野　光輝 (香川拳法クラブ) 廣瀬　合輝 (今治拳友会) 宗本　有生 (徳島県連盟)
小学3年生女子 伊藤　凜香 (今治拳友会) 古川　そら (今治拳友会) 高橋　典子 (今治拳友会) 田村　百萌 (今治拳友会) 宮崎　愛子 (今治拳友会)
小学4年生 坂口　慎弥 (瀬戸内道場) 佐伯　朱音 (今治拳友会) 佐々木　悠 (広島拳法クラブ) 大野　雄大 (香川拳法クラブ) 谷本真之輔 (総社道場)
小学5年生 新舎　拓巳 (岡山北桜館) 門田　佳大 (今治拳友会) 寺尾　颯人 (徳島県連盟) 川崎　雄生 (今治拳友会) 冨士原直輝 (拳心館広島)
小学6年生男子 寺尾　光矢 (徳島県連盟) 梶原　千聖 (国府道場) 植月　嵐丸 (広島拳友会) 岡田　郁輝 (岩国道場) 宮本　滉平 (岩国道場)
小学6年生女子 橘　　温　 (徳島県連盟) 宗本　有由 (徳島県連盟) 二神穂乃伽 (東温松山) 橋本　奈実 (国府道場) 森岡　未来 (総社道場)
中学生 三馬　和希 (国府道場) 石川　大樹 (国府道場) 矢畑　克騎 (今治拳友会) 今石　優飛 (広島拳法クラブ) 藤原　仁　 (瀬戸内道場)

試合部門
高校生男子 上田　晃輝 (国府道場) 矢畑　颯斗 (今治拳友会) 松木　武蔵 (今治拳友会) 坂井　達哉 (国府道場)
高校一般女子 藤原　翼　 (瀬戸内道場) 田村麻由美 (今治拳友会) 菊川　智鈴 (今治拳友会) 安岡　美樹 (今治拳友会)
一般男子(段外) 橋口　竜一 (陸自善通寺) 岩津　未来 (岡山商科大学) 辻　　啓太 (陸自善通寺) 井上　貴広 (岡山商科大学)
【団　体】 陸自善通寺Ａ 岡山県連盟拳友会 今治拳友会岡山北桜館合同 陸自善通寺C

優　勝 準優勝

準優勝

優秀賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝

優秀賞

準優勝 第3位

優　勝 準優勝

第3位 敢闘賞

敢闘賞優　勝

優　勝 第3位 敢闘賞 特別賞



日本拳法愛媛県大会 戦績
2013(平成25)年10月13日 第９回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館
試合部門

幼　年 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 冨士原侑子 (拳心館広島) 新本　蒼空 (岡山北桜館) 池田　大城 (香川拳法クラブ)
小学1年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 柳井　将希 (岡山北桜館) 増田　悠寿 (徳島県連盟) 谷本　悠月 (総社道場)
小学2年生 井出　七星 (今治拳友会) 鈴木竣汰朗 (総社道場) 秋元　来祈 (国府道場) 藤本　祥太 (今治拳友会)
小学3年生男子 二神　洸心 (松山市連盟) 八田　夏樹 (岩国道場) 濵　　快翔 (徳島会館) 亀田　修吾 (岩国道場)
小学3年生女子 新舎菜々美 (岡山北桜館) 宮崎　萌子 (今治拳友会) 中野　碧　 (香川拳法クラブ) 浜田　梨緒 (岡山北桜館)
小学4年生男子 宗本　有生 (徳島県連盟) 廣瀬　合輝 (今治拳友会) 柳井　隆希 (岡山北桜館) 大野　光輝 (香川拳法クラブ)
小学4年生女子 古川　そら (今治拳友会) 宮崎　愛子(今治拳友会) 田村　百萌 (今治拳友会) 伊藤　凜香 (今治拳友会)
小学5年生 佐伯　朱音 (今治拳友会) 坂口　慎弥 (瀬戸内道場) 谷本真之輔 (総社道場) 八田　小雪 (岩国道場)
小学6年生 佐伯　勇飛 (今治拳友会) 門田　佳大 (今治拳友会) 新舎　拓巳 (岡山北桜館) 廣瀬　寛人 (今治拳友会)
中学1･2年生男子 岡田　郁輝 (岩国道場) 八田　一樹 (岩国道場) 宮本　滉平 (岩国道場) 安村　一颯 (岩国道場)
中学3年生男子 矢畑　克騎 (今治拳友会) 三馬　恭佑 (国府道場) 藤原　仁　 (瀬戸内道場) 富永　涼　 (徳島会館)
中学生女子 楠橋　美里 (今治拳友会) 橘　　温　 (徳島県連盟) 宗本　有由 (徳島県連盟) 森岡　未来 (総社道場)
高校生男子 矢畑　颯斗 (今治拳友会) 山中　晴希 (岩国道場) 松木　武蔵 (今治拳友会)
高校一般女子 藤原　翼　 (瀬戸内道場) 田村麻由美 (今治拳友会) 大橋　志保 (白虎会) 神崎由紀子 (岡山道場)
一般男子(段外) 山口　明尭 (岡山商科大学) 山内　歌吉 (陸自善通寺) 朽木　隆浩 (総社道場) 石井　雄紀 (岡山商科大学)
【団　体】 陸自善通寺Ａ 陸自善通寺B 岡山県拳友会 香川拳法クラブ

2014(平成26)年10月12日 第10回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/緑の広場(運動公園)総合体育館
試合部門

小学1年生 松田　愛莉 (今治拳友会) 新本　蒼空 (岡山北桜館) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 冨士原侑子 (拳心館広島)
小学2年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 日下　悠斗 (国府道場) 南　　柊澄 (国府道場) 園畠幸之介 (今治拳友会岩国)
小学3年生男子 秋元　来祈 (徳島県連盟) 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 藤本　祥太 (今治拳友会) 山本　登生 (岡山北桜館)
小学3年生女子 井出　七星 (今治拳友会) 上原　葵　 (国府道場) 村山　澪奈 (徳島県連盟) 山口　月愛 (瀬戸内道場)
小学4年生 宮崎　萌子 (今治拳友会) 新舎菜々美 (岡山北桜館) 西川　隼翔 (松山市連盟) 亀田　修吾 (今治拳友会岩国)
小学5年生男子 岡田　智輝 (今治拳友会岩国) 安村　凪　 (今治拳友会岩国) 宗本　有生 (徳島県連盟) 木村　駿介 (瀬戸内道場)
小学5年生女子 古川　そら (今治拳友会) 高橋　典子 (今治拳友会) 伊藤　凜香 (今治拳友会) 宮崎　愛子 (今治拳友会)
小学6年生 佐伯　朱音 (今治拳友会) 井上千ノ佑 (徳島会館) 谷本真之輔 (岡山総社道場) 小賀野達也 (徳島県拳法連盟)
中学生 南　　颯馬 (国府道場) 玉置　剛　 (今治拳友会) 安村　一颯 (今治拳友会岩国) 小賀野将也 (徳島県拳法連盟)
高校生男子 三馬　恭佑 (国府道場) 山中　晴希 (今治拳友会岩国) 藤原　仁　 (桜丘高校) 越智　淳斗 (今治拳友会)
一般女子 田村麻由美 (今治拳友会) 新上　寛子 (広島大学)
一般男子(段外) 高橋　人　 (高知駐屯地拳法クラブ) 寺林　魁星 (陸自善通寺) 平井　拓次 (陸自善通寺) 河原　輝登 (陸自善通寺)
【団　体】 陸自善通寺Ａ 岡山北桜館 岡山商科大学 香川拳法クラブ

2015(平成27)年10月11日 第11回 愛媛県選手権大会 (個人戦) (団体戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

小学1年生 中川はるか (今治拳友会) 秋元　蛍汰 (徳島県連盟) 森　　照真 (香川拳法クラブ) 鈴木　心　 (丸亀拳法クラブ)
小学2年生 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 新本　蒼空 (岡山北桜館) 井手　虹花 (今治拳友会) 柴田　美紀 (徳島県連盟)
小学3年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 福田　諒　 (阿波道場) 柳井　将希 (岡山北桜館) 増田　悠寿 (徳島県連盟)
小学4年生男子 矢野　悟誠 (香川拳法クラブ) 柴田　将成 (徳島県連盟) 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 弓山　弘頌 (香川拳法クラブ)
小学4年生女子 上原　葵　 (阿波道場) 井出　七星 (今治拳友会) 村山　澪奈 (徳島県連盟) 西下　更紗 (香川拳法クラブ)
小学5年生 宮崎　萌子 (今治拳友会) 亀田　修吾 (今治拳友会岩国) 吉田　翔馬 (徳島会館) 阿部　桜良 (今治拳友会)
小学6年生男子 宗本　有生 (徳島県連盟) 木村　駿介 (瀬戸内道場) 安村　凪　 (今治拳友会岩国) 柳井　隆希 (岡山北桜館)
小学6年生女子 宮崎　愛子 (今治拳友会) 古川　そら (今治拳友会) 山口　乃愛 (瀬戸内道場) 田村　百萌 (今治拳友会)
中学生(面無) 門田　佳大 (今治拳友会) 佐伯　朱音 (今治拳友会) 吉田　悠馬 (徳島会館) 宗本　有由 (徳島県連盟)
中学3年生男子 玉置　剛　 (今治拳友会) 宮本　滉平 (今治拳友会岩国) 山口　颯斗 (瀬戸内道場)
高校生男子 三馬　恭佑 (阿波道場) 越智　淳斗 (今治拳友会) 川部　翔太 (岡山北桜館)
一般男子(段外) 朽木　隆浩 (岡山総社道場) 星中　佑太 (今治拳友会) 川井　勝成 (今治拳友会) 藤本　明男 (今治拳友会)
【団　体】 岡山北桜館 香川拳法クラブ 岡山商科大学拳桃会 今治拳友会伊丹支部

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

第3位 敢闘賞優　勝 準優勝



日本拳法愛媛県大会 戦績
2016(平成28)年10月9日 第12回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

幼　年 平野　生真 (今治拳友会) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場) 森　　照真 (香川拳法クラブ) 福川　恭史 (徳島会館)
小学1年生 城内　虹心 (岡山総社道場) 野崎　美羽 (瀬戸内道場) 本城　彰人 (今治拳友会岩国) 村山　澪叶 (徳島県連盟)
小学2年生 中川はるか (今治拳友会) 田村琉汰朗 (和拳連御坊支部) 中川あゆむ (岡山総社道場) 本城　遥人 (今治拳友会岩国)
小学3年生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 福田　樹　 (阿波道場) 新本　蒼空 (岡山北桜館)
小学4年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 福田　諒　 (阿波道場) 水本　康太 (今治拳友会) 日下　悠斗 (阿波道場)
小学5年生 上原　葵　 (阿波道場) 井出　七星 (今治拳友会) 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 難波　塁稀 (岡山総社道場)
小学6年生 宮崎　萌子 (今治拳友会) 吉田　翔馬 (徳島会館) 杉村　亮太 (岡山総社道場) 浜田　梨緒 (岡山北桜館)
中学生男子 門田　佳大 (今治拳友会) 宗本　有生 (徳島県連盟) 吉田　悠馬 (徳島会館) 井開　廉　 (徳島県連盟)
中学生女子 山口　乃愛 (瀬戸内道場) 安井　唯　 (岡山北桜館) 田村　百萌 (今治拳友会) 宮崎　愛子 (今治拳友会)
高校生男子 越智　淳斗 (今治拳友会) 矢畑　克騎 (今治拳友会) 山中　涼我 (今治拳友会岩国) 川部　翔太 (岡山北桜館)
一般女子 水谷　優里 (高知拳法クラブ) 神崎由紀子 (岡山道場) 呉　　広敏 (岡山商科大学) 秋田もなみ (高知拳法クラブ)
壮　年 矢畑　和哉 (今治拳友会) 藤本　明男 (今治拳友会) 寺本　嘉文 (香川拳法クラブ) 矢野　寿樹 (今治拳友会)
一般男子(段外) 越智　淳斗 (今治拳友会) 福岡　秀佳 (善通寺自衛隊) 藤本　明男 (今治拳友会) 水崎　和盛 (松山市連盟)
一般男子(有段) 後山真太朗 (岡山北桜館) 今井　駿介 (善通寺自衛隊) 井上　翔太 (善通寺自衛隊) 橋口　竜一 (善通寺自衛隊)

2017(平成29)年8月27日 第72回国民体育大会デモンストレーションスポーツ 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

幼　年 中一　子龍 (徳島県連盟) 兼板　塁聖 (徳島県連盟) 水本　芽依 (今治拳友会) 大島　慶太 (今治拳友会) 
小学1年生 吉田　晴将 (大道) 秋元　蛍汰 (徳島県連盟) 森　　照真 (香川拳法クラブ) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場)
小学2年生 佐々木昊生 (永心会) 小林　紅葉 (菰野日本拳法会) 山本　佳生 (和拳連御坊) 荻野　航　 (大道) 
小学3年生 中川はるか (今治拳友会) 小林　楓馬 (菰野日本拳法会) 平田　龍雅 (拳林会) 梶本華咲斗 (土成道場) 
小学4年生 井手　虹花 (今治拳友会) 佐々木仁紀 (永心会) 二橋　奏翔 (阿波道場) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 
小学5年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 水本　康太 (今治拳友会) 福田　諒　 (阿波道場) 柳井　将希 (岡山北桜館) 
小学6年生 井出　七星 (今治拳友会) 柴田　将成 (徳島県連盟) 米澤　音色 (徳島会館) 森　　生成 (土成道場) 
中学1年生男子 荻野　亮　 (大道) 後藤　琉碧 (大道) 佐々木一成 (徳島会館) 佐藤　麟　 (土成道場) 
中学2年生男子 正木　将也 (土成道場) 山口　稜翔 (徳島県連盟) 熊谷　海琉 (気仙沼道場) 柳井　隆希 (岡山北桜館) 
中学3年生男子 森川　拓夢 (土成道場) 谷本真之輔 (岡山総社道場) 佐々木快斗 (大崎倶楽部) 黒沢　光龍 (徳島県拳法連盟) 
中学生女子 安井　唯　 (岡山北桜館) 山口　乃愛 (瀬戸内道場) 山口　心夢 (土成道場) 菊田琉美菜 (気仙沼道場) 
高校生男子 玉置　剛　 (松山市連盟) 川部　翔太 (岡山北桜館) 岡田　郁輝 (今治拳友会岩国) 大下　雄士 (徳島県連盟) 
一般女子 宗本　有由 (徳島県連盟) 谷坂　佳苗 (岡山八要クラブ) 岡田　麻衣 (徳島県連盟) 秋田もなみ (高知拳法クラブ) 
壮　年 岡田　雅之 (徳島県連盟) 寺本　嘉文 (香川拳法クラブ) 水崎　和盛 (松山市連盟) 藤本　明男 (今治拳友会) 
一般男子(段外) 岡田　郁輝 (今治拳友会岩国) 平野　航太 (今治拳友会) 井本　幸宏 (高知自衛隊) 狭戸　翔　 (高知自衛隊) 
一般男子(有段) 玉置　裕也 (松山市連盟) 前田　稔輝 (大阪商業大学) 後山真太朗 (岡山北桜館) 森　　英之 (香川拳法クラブ) 

2018(平成30)年10月7日 第13回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

幼　年 福川　武　 (拳風會) 市原龍太郎 (拳風會) 大島　慶太(今治拳友会) 北島　昇磨 (今治拳友会岩国)
小学1年生 福川　恭史 (拳風會) 濱渦　朱凰 (岡山北桜館) 笠井ヤマト(岡山総社道場) 丸下　颯佑 (今治拳友会岩国)
小学2年生 平野　生真 (今治拳友会) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場) 森　　照真 (香川拳法クラブ) 佐武　秀真 (香川拳法クラブ)
小学3年生 本城　彰人 (今治拳友会岩国) 野口　新太 (香川拳法クラブ) 宮武　美南 (香川拳法クラブ) 宮武　瑳南 (香川拳法クラブ)
小学4年生 平田　龍雅 (拳林会) 北島　魁斗 (今治拳友会岩国) 中川はるか (今治拳友会) 高瀬　永気 (徳島県拳法連盟)
小学5年生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 柴田　美妃 (徳島県連盟) 新本　蒼空 (岡山北桜館)
小学6年生 田村虎太郎 (今治拳友会) 小浜　守哉 (三密会) 平田　泰雅 (拳林会) 柳井　将希 (岡山北桜館)
中学生男子 森　　生成 (土成道場) 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 柴田　将成 (徳島県連盟) 弓山　弘頌 (香川拳法クラブ)
中学生女子 井出　七星 (今治拳友会) 山口　乃愛 (瀬戸内道場) 田村　百萌 (今治拳友会) 安井　唯　 (岡山北桜館)
高校生男子 富永　一希 (関西福科大高校) 野村　龍星 (関西福科大高校) 岡田　郁輝 (今治拳友会岩国) 玉置　剛　 (松山市連盟)
高校一般女子 岡田　麻衣 (徳島県連盟) 三宅　桜　 (今治拳友会)
壮　年 吉川　俊之 (今治拳友会) 安井　伸吾 (岡山北桜館) 藤本　明男 (今治拳友会) 比良田秀樹 (今治拳友会岩国)
一般男子(段外) 長野　翔太 (善通寺自衛隊) 川井　勝成 (今治拳友会) 深田　和希 (善通寺自衛隊) 永井　亨　 (善通寺自衛隊)
一般男子(有段) 富永　一希 (関西福科大高校) 岡田　郁輝 (今治拳友会岩国) 鈴木　豊　 (岡山北桜館) 道場　晶　 (岡山北桜館)

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞



日本拳法愛媛県大会 戦績
2019(令和元)年10月6日 第14回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

幼　年 福川　　武 (拳風會) 笠井　詠斗 (岡山総社道場) 浦田　汰吾 (今治拳友会) 日谷　晃紀 (岡山総社道場)
小学1年生 大島　慶太 (今治拳友会) 水本　芽依 (今治拳友会) 後山　旺輝 (岡山北桜館) 片岡　広大 (土成道場)
小学2年生 中一　子龍 (徳島県連盟) 成川　龍我 (小松島道場) 濱渦　朱凰 (岡山北桜館) 　
小学3年生 平野　生真 (今治拳友会) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場) 森　　照真 (香川拳法クラブ) 大田悠汰朗 (拳風會)
小学4年生 大平　健人 (阿波道場) 野口　新太 (香川拳法クラブ) 村山　澪叶 (徳島県連盟) 岡　　冬真 (拳林会) 
小学5年生 中川はるか (今治拳友会) 平田　龍雅 (拳林会) 後藤　　類 (土成道場) 北島　魁斗 (今治拳友会岩国)
小学6年生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 二橋　奏翔 (阿波道場) 新本　蒼空 (岡山北桜館)
中学1年生男子 田村虎太郎 (今治拳友会) 森岡　来成 (岡山八要クラブ) 園畠聡一朗 (今治拳友会岩国) 柳井　将希(今治拳友会岩国)
中学２年生男子 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 柴田　将成 (徳島県連盟) 山崎　碧海 (松山市連盟) 　
中学生男子 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 柴田　将成 (徳島県連盟) 田村虎太郎 (今治拳友会) 森岡　来成 (岡山八要クラブ)
中学生女子 井出　七星 (今治拳友会) 村山　澪奈 (徳島県連盟) 安井　優風 (岡山北桜館) 龍山　実奈 (松山市連盟)
高校生男子 近藤　勇人(徳島県拳法連盟) 澤村　優雅 (今治拳友会岩国) 有光　凪大 (今治拳友会岩国) 　
高校一般女子 山口　乃愛 (瀬戸内道場) 谷坂　佳苗 (岡山八要クラブ) 武田　希美 (岡山商科大学) 秋田　優菜 (岡山商科大学)
壮　年 安井　伸吾 (岡山北桜館) 藤本　寛司 (香川拳法クラブ) 渡邉　歩 (今治拳友会) 矢野　寿樹 (今治拳友会)
一般男子(段外) 柏木　大樹 (善通寺自衛隊) 山下　拓海 (善通寺自衛隊) 大久保　誠 (善通寺自衛隊) 木下　主税 (善通寺自衛隊)
一般男子(有段) 川向　敦支 (善通寺自衛隊) 鈴木　　豊 (岡山北桜館) 井上　翔太 (善通寺自衛隊) 今井　駿介 (善通寺自衛隊)

2021(令和3)年10月10日 第15回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

小学1年生 永井　藍翔 (今治拳友会) 笠井　詩葉 (岡山総社道場) 水嶋　　怜 (岡山総社道場)
小学2年生 笠井　詠斗 (岡山総社道場) 有森　葵唯 (岡山総社道場) 中井　蒼佑 (拳精館) 下河　空翔 (香川拳法クラブ)
小学生低学年 笠井　詠斗 (岡山総社道場) 中井　蒼佑 (拳精館) 永井　藍翔 (今治拳友会) 大住　仁人 (小松島道場)
小学3年生 水本　芽依 (今治拳友会) 小西すみれ (岡山総社道場) 石川　　蒼 (香川拳法クラブ) 　
小学4年生 藤原　真音 (今治拳友会) 重松　大志 (今治拳友会) 永井　優空 (今治拳友会) 成川　龍我 (小松島道場)
小学生中学年 福原　宏典 (今治拳友会) 水本　芽依 (今治拳友会) 藤原　真音 (今治拳友会) 　
小学5年生 平野　生真 (今治拳友会) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場) 中井　晄志 (和拳連御坊支部) 澤田　翔哉 (香川拳法クラブ)
小学6年生 宮武　瑳南 (香川拳法クラブ) 野口　新太 (香川拳法クラブ) 宮武　美南 (香川拳法クラブ) 堀田　晃誠 (今治拳友会)
小学生高学年 平野　生真 (今治拳友会) 鈴木琉汰朗 (岡山総社道場) 中井　晄志 (和拳連御坊支部) 　
中学1年生 中井　珀斗 (和拳連御坊支部) 中川はるか (今治拳友会) 檜垣湧之将 (今治拳友会) 渡邊　咲太 (香川拳法クラブ)
中学2・3年生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 橋井　龍司 (徳島県拳法連盟) 　
中学3年生男子 田村虎太郎 (今治拳友会) 　 　
中学生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 中川はるか (今治拳友会) 檜垣湧之将 (今治拳友会)
高校生男子 田村虎太郎 (今治拳友会) 鈴木竣汰朗 (岡山総社道場) 朽木　佑太 (岡山総社道場) 　
高校生女子 井手　虹花 (今治拳友会) 井出　七星 (今治北高) 田村　百萌 (今治南高) 　
壮　年(段外) 砂田　芳宏 (岡山総社道場) 渡邉　　歩 (今治拳友会) 矢野　寿樹 (今治拳友会) 　
壮　年(有段) 林　　利明 (徳島県拳法連盟) 水嶋　康二 (岡山総社道場) 岩田　安彦 (広島拳法クラブ) 寺本　嘉文 (香川拳法クラブ)
一般男子(段外) 岡崎　彩季 (善通寺自衛隊) 田村虎太郎 (今治拳友会) 岡崎　誠賢 (善通寺自衛隊) 砂田　芳宏 (岡山総社道場)
一般男子(有段) 川向　敦支 (善通寺自衛隊) 園南寺俊幸 (善通寺自衛隊) 井上　翔太 (善通寺自衛隊) 福岡　秀佳 (善通寺自衛隊)

2022(令和4)年10月9日 第15回 愛媛県選手権大会 (個人戦) 今治市/今治市営中央体育館
試合部門

幼年 佐藤　暢哉 (香川拳法クラブ) 前野　桃槻 (広島拳法クラブ) 中川　絢翔 (土成道場)
小学1年生 笠井　詩葉 (岡山総社道場) 髙田　陽生 (岡山総社道場) 坂本　渉磨 (岡山総社道場) 佐川　大空 (土成道場)
小学2年生 貞包　勇我 (岡山総社道場) 永井　藍翔 (今治拳友会) 後山　汰輝 (岡山北桜館) 的山　翔哉 (岡山総社道場)
小学生低学年 貞包　勇我 (岡山総社道場) 笠井　詩葉 (岡山総社道場) 永井　藍翔 (今治拳友会) 的山　翔哉 (岡山総社道場)
小学3年生 笠井　詠斗 (岡山総社道場) 中井　蒼佑 (拳精館) 森　　蒼真 (香川拳法クラブ) 下河　空翔 (香川拳法クラブ)
小学4年生 水本　芽依 (今治拳友会) 小西すみれ (岡山総社道場) 片岡　広大 (土成道場) 後山　旺輝  (岡山北桜館)
小学生中学年 小西すみれ (岡山総社道場) 水本　芽依 (今治拳友会) 笠井　詠斗 (岡山総社道場) 片岡　広大 (土成道場)
小学5年生 福原　宏典 (今治拳友会) 成川　龍我 (小松島道場) 笠井ヤマト (岡山総社道場) 難波　一夢 (岡山総社道場)
小学6年生 平野　生真 (今治拳友会) 森　　照真(香川拳法クラブ) 米原　壮真 (土成道場)
小学生高学年 森　　照真 (香川拳法クラブ) 平野　生真 (今治拳友会) 永井　優空 (今治拳友会) 重松　大志 (今治拳友会)

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞

優　勝 準優勝 第3位 敢闘賞



日本拳法愛媛県大会 戦績
中学1年生 大平　健人 (疾風会道場) 宮武　瑳南 (香川拳法クラブ) 宮武　美南 (香川拳法クラブ) 野口　新太 (香川拳法クラブ)
中学2年生 中川はるか (今治拳友会) 檜垣湧之将 (今治拳友会) 齊藤　俊彰 (今治拳友会) 樫原　陽呂 (土成道場)
中学生 井手　虹花 (今治拳友会) 森　　悠真 (香川拳法クラブ) 檜垣湧之将 (今治拳友会)
高校生男子 田村虎太郎 (大商大堺高校) 森岡　来成 (岡山八要クラブ) 弓山　弘頌 (香川拳法クラブ) 森　　悠真 (香川拳法クラブ)
高校生一般女子井手　虹花 (今治拳友会) 山口　乃愛 (善通寺自衛隊) 中川はるか (今治拳友会) 三浦　萌生 (岡山商科大学)
壮年男子40 坂井　栄治 (徳島県拳法連盟) 林　　利明 (徳島県拳法連盟) 安井　伸吾 (岡山北桜館) 矢野　公喜 (松山市連盟)
壮年男子50 岩田　安彦 (広島拳法クラブ) 渡邉　　歩 (今治拳友会) 西尾　浩二 (広島拳法クラブ) 矢野　寿樹 (今治拳友会)
一般男子(段外) 森川　昇理  (土成道場) 木田龍之介 (善通寺自衛隊) 藤田　祐輝 (善通寺自衛隊) 久下　建都 (広島大学)
一般男子(有段) 岡崎　彩季 (善通寺自衛隊) 玉置　裕也 (松山市連盟) 七河　将太 (善通寺自衛隊) 田村虎太郎 (大商大堺高)


