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武雄高校の木寺悠太・武富翼組が、平成２８年度全国高校選抜大会、男子自由組演武の部で４位に入賞し
た。続いて、宮城県塩竃市で開催された平成２９年度全国高校総体でも４位であった。予選ラウンドを１位
で通過し、優勝を目指したが、決勝ラウンドでは１点差で涙をのんだ。

また、全国総体では、男子団体の部で、武雄高校が、昨年から１つ順位を上げて７位。入賞（６位まで）
にあと一歩と迫った。
平成２９年度全九州大会では、４年ぶりに男女アベックで総合優勝を達成した。
３年生は、これまでで最高の成績を上げてくれたが、本人たちの努力、監督の指導はもちろん、週末ごと

に専門部主催で錬成会を開催して強化に努めたことが奏功したといえる。協力していただいた佐賀県少林寺
拳法連盟をはじめ関係諸氏に感謝申し上げたい。

平成２８年度佐賀県高等学校新人少林寺拳法大会 H28.11.23 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 岩永玲旺（有田工） 249点
３位 江島優生（神埼） 245点
○男子組演武の部
１位 木寺悠太・武富 翼（武雄） 253点
２位 山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 245点
３位 野澤鉄郎・北 大世（武雄） 240点
○男子団体演武の部
１位 武雄高校 （木寺悠太・武富 翼・野澤鉄郎・北 大世・山口玲緒・諸隈大洋）

253点
○女子単独演武
１位 小野和菜（高志館） 245点
２位 秀島萌恵（武雄） 244点
３位 坂本史帆（武雄） 243点
○女子組演武の部
１位 渕野沙羅・山口鈴葉（武雄） 251点
２位 奥内陽子・室原実ノ里（武雄） 238点
３位 武村希鈴・釘抜日奈子（武雄） 235点
○女子団体演武の部
１位 武雄高校 （渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・奥内陽子・武村希鈴・釘抜日奈子・坂本史帆・
下川真凜） 251点

第３回九州高等学校少林寺拳法選抜大会 H28.12.10~11 於 中間市体育文化センター（福岡県）
○男子自由単独演武の部
・福島隆太（北陵） 261点
・滝篤樹 （白石） 予選敗退
・江島優生（神埼） 予選敗退
○男子自由組演武の部
１位 木寺悠太・武富 翼（武雄） 260点
・山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 予選敗退
・野澤鉄郎・北 大世（武雄） 予選敗退
○男子団体演武の部
１位 武雄高校 （木寺悠太・武富 翼・野澤鉄郎・北 大世・山口玲緒・諸隈大洋）261点
○女子自由単独演武の部
・西隈琴乃（杵島商） 253点
・小野和菜（高志館） 予選敗退
・秀島萌恵（武雄） 予選敗退
・坂本史帆（武雄） 予選敗退
○女子規定単独演武の部
１位 片岡祐里花（武雄） 252点
○女子組演武の部



１位 渕野沙羅・山口鈴葉（武雄） 262点
○女子規定組演武の部
３位 奥内陽子・室原実ノ里（武雄） 254点
○女子団体演武の部
１位 武雄高校 （渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・奥内陽子・武村希鈴・釘抜日奈子・坂本史帆）260 点

第２０回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 H29.3.24~26 於 善通寺市民体育館
○男子自由単独演武の部
・福島隆太（北陵） 253点（予選敗退）
・滝篤樹 （白石） 243点（予選敗退）
○男子自由組演武の部
4位入賞 木寺悠太・武富 翼（武雄）予選 256点 決勝 266点(技 160点)
・山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 250点（予選敗退）
・野澤鉄郎・北 大世（武雄） 249点（予選敗退）
○男子団体演武の部
・武雄高校 （木寺悠太・武富 翼・野澤鉄郎・北 大世・山口玲緒・諸隈大洋）253点（予選敗退）
○女子自由単独演武の部
・西隈琴乃（杵島商） 244点（予選敗退）
・小野和菜（高志館） 248点（予選敗退）
・秀島萌恵（武雄） 246点（予選敗退）
・坂本史帆（武雄） 247点（予選敗退）
○女子規定単独演武の部
・片岡祐里花（武雄） 250点（予選敗退）
○女子組演武の部
・渕野沙羅・山口鈴葉（武雄） 253点（予選敗退）
○女子規定組演武の部
・奥内陽子・室原実ノ里（武雄） 251点（予選敗退）
○女子団体演武の部
１０位 武雄高校 （渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・奥内陽子・武村希鈴・釘抜日奈子・坂本史帆・室原

実ノ里）予選 258点 決勝 258点(技 153点)

第５５回佐賀県高等学校総合体育大会少林寺拳法競技 H29.6.3 於 武雄高校
○男子単独演武の部
１位 福島隆太（北陵） 257点
２位 滝 篤樹（白石） 248点
３位 福島宏輝（北陵） 248点(2位と 3位は技術点による）
○男子自由組演武の部
１位 木寺悠太・武富 翼（武雄） 516点
２位 山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 501点
３位 野澤鉄郎・北 大世（武雄） 500点
○男子団体演武の部 武雄高校（木寺悠太・武富翼・野澤鉄郎・北 大世・山口玲緒・諸隈大洋）258点

○女子単独演武の部
１位 小野和菜（高志館）252点
２位 秀島萌恵（武雄） 251点
３位 坂本史帆（武雄） 250点
○女子組演武の部
１位 渕野沙羅・山口鈴葉（武雄） 505点
２位 釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄）498点
３位 奥内陽子・武村希鈴（武雄） 495点
○女子団体演武 武雄高校（渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・釘抜日奈子・奥内陽子・武村希鈴・坂本史
帆・下川真凜）258点

第５回全九州高等学校少林寺拳法大会 H29.6.17~18 於 熊本武道館
○男子単独演武の部（自由）
３位 福島隆太（北陵） 263点



○男子組演武の部（自由）
１位 木寺悠太・武富翼（武雄） 263点 271点 合計 534点
○男子団体演武の部
１位 武雄高校（木寺悠太・武富翼・野澤鉄郎・北大世・諸隈大洋・山口玲緒）262点
○男子総合
総合優勝 佐賀県（２年連続３回目）
○女子組演武の部(自由）
１位 渕野沙羅・山口鈴葉（武雄） 258点 265点 523点
３位 釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄） 254点 260点 514点
○女子団体演武
１位 武雄高校（渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・奥内陽子・武村希鈴・釘抜日奈子・坂本史帆・下川真
凜）260点
〇女子総合
総合優勝 佐賀県（４年ぶり２回目）

平成２９年全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会第４４回全国高等学校少林寺拳法大会
H29.8.5~8.7 於 塩釜ガス体育館（宮城県塩竃市）

○男子単独演武の部
福島隆太（北陵） 予選 254点
滝 篤樹（白石） 予選 247点（敗退）
○男子自由組演武の部
４位入賞 木寺悠太・武富 翼（武雄）264点（入賞） 予選 529点
山口玲緒・諸隈大洋（武雄） 512点（予選敗退）
○男子団体演武の部
７位 武雄高校（木寺悠太・武富翼・野澤鉄郎・北 大世・山口玲緒・諸隈大洋）決勝 262 点 準決勝 255

点 予選 257点

○女子単独演武の部
小野和菜（高志館）250点（敗退）
秀島萌恵（武雄） 予選 251点（敗退）
○女子組演武の部
渕野沙羅・山口鈴葉（武雄）予選 513点（敗退）
釘抜日奈子・室原実ノ里（武雄）予選 499点（敗退）
○女子団体演武 武雄高校（渕野沙羅・山口鈴葉・秀島萌恵・釘抜日奈子・奥内陽子・武村希鈴・坂本史
帆・下川真凜） 準決勝 257点（敗退） 予選 254点


