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地元佐賀市で開催した九州選抜大会は、１種目しか１位がとれずに苦しい大会になった。３月の全国選抜
では、やや持ち直し、北陵の福島隆太が自由単独演武８位、武雄の鹿彩乃・諸岡彩が規定組演武７位、女子
団体で武雄高校が７位と、入賞の６位まであと一歩と迫った。
しかし、８月に愛知県西尾市で開催された全国総体では、男子組演武と女子団体で決勝ラウンドまで駒を

すすめたが、全国の厚い壁に跳ね返される結果となった。
今後、疎かになっている感のある基本演練を充実させ、武的要素の原点に立ち返ってレベルアップを図っ

てもらいたい。

平成２９年度佐賀県高等学校新人少林寺拳法大会 H29.11.23 於 武雄高校体育館
○男子単独演武の部
１位 福島隆太（北陵） 251点
２位 福島宏輝（北陵） 250点
３位 松江将太（武雄） 249点
○男子組演武の部
１位 諸隈大洋・山口玲緒（武雄） 252点
２位 江頭輝平・岸川 亮（武雄） 240点
○女子単独演武
１位 片岡祐花里（武雄） 249点
２位 小野亜侑美（北陵） 244点
３位 宮原夢歩（武雄） 238点
○女子組演武の部
１位 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 249点
２位 室原実ノ里・釘抜日奈子（武雄） 247点
３位 鹿 彩乃・諸岡 彩（武雄） 244点
○女子団体演武の部
１位 武雄高校 （片岡祐花里・奥内陽子・武村希鈴・室原実ノ里・釘抜日奈子・鹿彩乃・諸岡彩・宮原夢

歩）250点

第４回九州高等学校少林寺拳法選抜大会 H29.12.9~10 於 諸富文化体育館（佐賀市）
○男子自由単独演武の部
３位 福島隆太（北陵） 259点
・福島宏輝 （北陵） 251点
・加藤涼太郎（鳥栖工） 予選敗退
・江島優生（神埼） 予選敗退
○男子規定単独演武の部
３位 松江将太（武雄） 250点
○男子自由組演武の部
・山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 棄権
○男子規定組演武
・江頭輝平・岸川亮（武雄） 250点
○女子自由単独演武の部
・片岡祐花里（武雄） 予選敗退
・小野亜侑美（高志館） 予選敗退
○女子規定単独演武の部
１位 宮原夢歩（武雄） 250点
○女子自由組演武の部
３位 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 256点
・室原実ノ里・釘抜日奈子（武雄） 252点
○女子規定組演武の部
３位 鹿彩乃・諸岡彩（武雄） 253点
○女子団体演武の部
３位 武雄高校 （片岡祐花里・奥内陽子・武村希鈴・室原実ノ里・釘抜日奈子・鹿彩乃・諸岡彩）257 点



第２１回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 H30.3.24~26 於 坂出市立体育館
○男子自由単独演武の部
・福島隆太（北陵）258点 8位（予選 257点）
・福島宏輝 （北陵）予選敗退
・加藤涼太郎（鳥栖工）予選敗退
○男子規定単独演武の部
・松江将太（武雄）259点 10位 (予選 252点）
○男子自由組演武の部
・山口玲緒・諸隈大洋（武雄）257点予選敗退
○男子規定組演武
・江頭輝平・岸川亮（武雄）250点 予選敗退
○女子自由単独演武の部
・片岡祐花里（武雄）250点 予選敗退
・小野亜侑美（高志館）242点 予選敗退
○女子規定単独演武の部
・宮原夢歩（武雄）247点 予選敗退
○女子自由組演武の部
・奥内陽子・武村希鈴（武雄）251点 予選敗退
・室原実ノ里・釘抜日奈子（武雄）251点 予選敗退
○女子規定組演武の部
・鹿彩乃・諸岡彩（武雄）257点 7位 (予選 257点）
○女子団体演武の部
・武雄高校（片岡祐花里・奥内陽子・武村希鈴・室原実ノ里・釘抜日奈子・鹿彩乃・諸岡彩）259点７位

(予選 255点）
第５６回佐賀県高等学校総合体育大会少林寺拳法競技 H30.6.2 於 武雄高校
○男子単独演武の部
１位 福島隆太（北陵） 260点
２位 福島宏輝（北陵） 253点
３位 加藤涼太郎（鳥栖工）252点
○男子自由組演武の部
１位 山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 509点
２位 亀崎優大・池田楓太（小城） 499点
３位 江頭輝平・松江将太（武雄） 495点
○男子団体演武の部 武雄高校（山口玲緒・諸隈大洋・江頭輝平・松江将太・轟木捷斗・池田優太・小楠聖
己・東島勇成）250点
○女子単独演武の部
１位 片岡祐花里（武雄）249点
２位 宮原夢歩（武雄） 246 点
３位 小野亜侑美（北陵）244点
○女子組演武の部
１位 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 505点
２位 釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄）503点
３位 鹿彩乃・諸岡彩（武雄） 498点
○女子団体演武 武雄高校（片岡祐花里・釘抜日奈子・室原実ノ里・奥内陽子・武村希鈴・鹿彩乃・諸岡
彩・宮原夢歩）257 点

第６回全九州高等学校少林寺拳法大会 H30.6.16~17 於 KIRISHIMAツワブキ武道館
○男子単独演武の部（自由）
３位 福島隆太（北陵） 262点 予選 261点
・ 福島宏輝（北陵） 253点（予選敗退）
○男子自由組演武の部
３位 山口玲緒・諸隈大洋（武雄）264点 258点 計 522点
・ 亀崎優大・池田楓太（小城）260点 255点 計 515点
○男子団体演武の部
２位 武雄高校（山口玲緒・諸隈大洋・江頭輝平・松江将太・轟木捷斗・池田優太・小楠聖己・東島勇成）

256点
○女子単独演武の部



・ 片岡祐花里（武雄）249点（予選敗退）
・ 宮原夢歩（武雄） 249 点（予選敗退）
○女子組演武の部
３位 釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄）260点 257点 計 517点
・ 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 257点 257点 計 514点
○女子団体演武
２位 武雄高校（片岡祐花里・釘抜日奈子・室原実ノ里・奥内陽子・武村希鈴・鹿彩乃・諸岡彩・宮原夢歩）

262点

平成３０年全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会第４５回全国高等学校少林寺拳法大会
H30.8.3~8.5 於 西尾市総合体育館（愛知県西尾市）

○男子単独演武の部
・ 福島隆太（北陵） 予選 257点 準決勝 257点
・ 福島宏輝（北陵） 248点（予選敗退）
○男子自由組演武の部
・ 山口玲緒・諸隈大洋（武雄）予選 513点 決勝 256点 16位
・ 亀崎優大・池田楓太（小城）予選 507点
○男子団体演武の部
・ 武雄高校（山口玲緒・諸隈大洋・江頭輝平・松江将太・轟木捷斗・小楠聖己・東島勇成）250 点（予選
敗退）
○女子単独演武の部
・ 片岡祐花里（武雄）252点（予選敗退）
・ 宮原夢歩（武雄） 247 点（予選敗退）
○女子組演武の部
・ 釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄） 504点（予選敗退）
・ 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 503点（予選敗退）
○女子団体演武
・ 武雄高校（片岡祐花里・釘抜日奈子・室原実ノ里・奥内陽子・武村希鈴・鹿彩乃・諸岡彩・宮原夢歩）

予選 253点 準決勝 256点 決勝 256点 12位


