
男子 　高　龍大　初級長拳（１位），初級長器械（１位）
　　　　　　　 （大阪府武術太極拳連盟）

女子 　貴田　菜ノ花　初級長拳（１位），初級短器械（１位）
　　　　　　　 （兵庫県武術太極拳連盟）

1 荒谷 友碩 千葉県武術太極拳連盟 8.90 1 別当　　響（刀術A） 大阪府武術太極拳連盟 9.13
2 森　　公崇 岩手県武術太極拳連盟 8.76 2 中井 上総介（刀術A） 大阪府武術太極拳連盟 9.13
3 吉永 黄河 福岡県武術太極拳連盟 8.50 3 林田 武道（刀術A） 千葉県武術太極拳連盟 8.93

4 金澤 慎治（刀術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.91
1 齋藤 志保 岩手県武術太極拳連盟 8.98 5 小松　　資（剣術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.78
2 菊永 有紗 鹿児島県武術太極拳連盟 8.85 6 幸　　健人（刀術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.70
3 菊永 梨乃 鹿児島県武術太極拳連盟 8.76 7 奥谷 伶央（刀術A） 愛知県武術太極拳連盟 8.68
4 田屋 美春 岩手県武術太極拳連盟 8.71 8 瑤寺　　裕（刀術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.66
5 天野　　唯 神奈川県武術太極拳連盟 8.71
6 渡部 夏絵 宮城県武術太極拳連盟 8.68 1 山本 千尋 （剣術A） 兵庫県武術太極拳連盟 9.00

2 大津 こころ（剣術A） 大阪府武術太極拳連盟 8.85
1 荒谷 友碩 千葉県武術太極拳連盟 8.88 3 本多 彩夏（剣術A） 東京都武術太極拳連盟 8.85
2 森　　公崇 岩手県武術太極拳連盟 8.78 4 競 恵梨菜（剣術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.75

5 西村 くるみ（剣術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.73
1 齋藤 志保 岩手県武術太極拳連盟 8.95 6 池内 理紗（刀術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.65
2 菊永 梨乃 鹿児島県武術太極拳連盟 8.73 7 森　　遥香（剣術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.65
3 田屋 美春 岩手県武術太極拳連盟 8.70 8 瀬戸口 瑞季（剣術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.58

1 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.83 1 中井 上総介（棍術A） 大阪府武術太極拳連盟 9.00
2 辻　　俊輝 京都府武術太極拳連盟 8.65 2 金澤 慎治（棍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.83
3 毛利 亮太 福岡県武術太極拳連盟 8.63 3 林田 武道（棍術A） 千葉県武術太極拳連盟 8.73

4 小松　　資（棍術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.65
1 肥爪 梨紗子 大阪府武術太極拳連盟 8.55 5 瑤寺　　裕（棍術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.61

6 増田　　龍（棍術A） 大阪府武術太極拳連盟 8.55
1 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.83 7 別当　　響（棍術A） 大阪府武術太極拳連盟 8.51
2 毛利 亮太 福岡県武術太極拳連盟 8.76 8 井上　　司（棍術A） 大阪府武術太極拳連盟 8.50
3 鈴木　　聖 千葉県武術太極拳連盟 8.61 9 平沢　　光（棍術A） 北海道武術太極拳連盟 8.45

10 奥谷 伶央（棍術A） 愛知県武術太極拳連盟 8.38
1 盛一 季美香 大阪府武術太極拳連盟 8.56 11 竹内　　響（棍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.36

12 田屋 寛和（棍術A） 岩手県武術太極拳連盟 8.30
1 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.85
2 辻 俊輝 京都府武術太極拳連盟 8.66 1 山本 千尋 （槍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.91
3 毛利 亮太 福岡県武術太極拳連盟 8.56 2 本多 彩夏（槍術A） 東京都武術太極拳連盟 8.73

3 大津 こころ（槍術A） 大阪府武術太極拳連盟 8.73
1 盛一 季美香 大阪府武術太極拳連盟 8.51 4 西村 くるみ（槍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.58

5 森　　遥香（槍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.56
1 中井 上総介 大阪府武術太極拳連盟 9.10 6 池内 理紗（棍術A） 埼玉県武術太極拳連盟 8.55
2 別当　　響 大阪府武術太極拳連盟 9.01 7 瀬戸口 瑞季（槍術A） 兵庫県武術太極拳連盟 8.46
3 金澤 慎治 兵庫県武術太極拳連盟 8.93 8 中村 柊香（槍術A） 愛知県武術太極拳連盟 8.43
4 林田 武道 千葉県武術太極拳連盟 8.93
5 小松　　資 埼玉県武術太極拳連盟 8.78
6 瑤寺　　裕 埼玉県武術太極拳連盟 8.70
7 幸　　健人 兵庫県武術太極拳連盟 8.70 1 大津 朝陽 大阪府武術太極拳連盟 8.80
8 平沢　　光 北海道武術太極拳連盟 8.65 2 関沢 風汰 岩手県武術太極拳連盟 8.71
9 井上　　司 大阪府武術太極拳連盟 8.58 3 菊地 創士 青森県武術太極拳連盟 8.68

10 奥谷 伶央 愛知県武術太極拳連盟 8.56
11 田屋 寛和 岩手県武術太極拳連盟 8.55 1 齋藤 明希 岩手県武術太極拳連盟 8.88
12 柳瀨 一徳 埼玉県武術太極拳連盟 8.50 2 栃内 涼花 岩手県武術太極拳連盟 8.80

3 大田 恵美 東京都武術太極拳連盟 8.75
1 山本 千尋 兵庫県武術太極拳連盟 8.96 4 薄井 花音 栃木県武術太極拳連盟 8.75
2 本多 彩夏 東京都武術太極拳連盟 8.81 5 菅原 麻衣香 神奈川県武術太極拳連盟 8.75
3 大津 こころ 大阪府武術太極拳連盟 8.78 6 黛　　由季 群馬県武術太極拳連盟 8.71
4 競 恵梨菜 兵庫県武術太極拳連盟 8.73 7 寺岡 瑠里 北海道武術太極拳連盟 8.66
5 池内 理紗 埼玉県武術太極拳連盟 8.70 7 庄司 理瀬 秋田県武術太極拳連盟 8.66
6 沼田 百菜 北海道武術太極拳連盟 8.63
7 西村 くるみ 兵庫県武術太極拳連盟 8.60 1 大津 朝陽 大阪府武術太極拳連盟 8.70
8 瀬戸口 瑞季 兵庫県武術太極拳連盟 8.51 2 関沢 風汰 岩手県武術太極拳連盟 8.60

3 大崎 翔太 埼玉県武術太極拳連盟 8.53

●32式太極剣　男子

●長拳Ａ短器械　女子

●長拳Ａ長器械　男子

●長拳Ａ長器械　女子

ジュニア規定競技部門B
●24式太極拳　男子

●24式太極拳　女子

●長拳Ａ短器械　男子

第20回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

◎ＪＯＣジュニアオリンピックカップ最優秀選手

●南棍　男子

●南刀Ａ　女子

●総合太極拳　男子

●長拳Ａ　女子

●長拳Ａ　男子

●南棍　女子

ジュニア規定競技部門A

●南刀Ａ　男子

●南拳Ａ　女子

●南拳A　男子

成績一覧
2012年４月７・８日　名古屋市：愛知県武道館

●42式太極剣　女子

●42式太極剣　男子

●総合太極拳　女子



1 齋藤 明希 岩手県武術太極拳連盟 8.80 1 大津 夕陽（棍術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.78
2 栃内 涼花 岩手県武術太極拳連盟 8.73 2 坂本 蓮太郎（棍術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.75
3 黛　　由季 群馬県武術太極拳連盟 8.68 3 小林 克海（棍術B） 神奈川県武術太極拳連盟 8.75
4 大田 恵美 東京都武術太極拳連盟 8.66 4 岡村 晃佑（棍術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.68
5 薄井 花音 栃木県武術太極拳連盟 8.66 5 坂本　　蓮（棍術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.61
6 寺岡 瑠里 北海道武術太極拳連盟 8.63 6 岡村 泰佑（棍術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.56
7 菅原 麻衣香 神奈川県武術太極拳連盟 8.63 7 井口 誠（槍術B） 神奈川県武術太極拳連盟 8.51
8 山田 礼音 宮城県武術太極拳連盟 8.58 8 今井 真秀（棍術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.50

9 三浦 寿希（棍術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.46
1 大塚 剛志 大阪府武術太極拳連盟 8.56 10 竹内 舜弥（棍術B） 静岡県武術太極拳連盟 8.43
2 毛利 悠二 福岡県武術太極拳連盟 8.35 11 関沢 亮汰（棍術B） 岩手県武術太極拳連盟 8.43
3 矢野 将之 神奈川県武術太極拳連盟 8.30 12 堀口 誠史（棍術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.38

1 佐野 ななか 神奈川県武術太極拳連盟 8.16 1 森　　未樹（槍術B） 東京都武術太極拳連盟 8.80
2 佐藤 実莉以（槍術B） 東京都武術太極拳連盟 8.75

1 大塚 剛志 大阪府武術太極拳連盟 8.40 3 仁科 菜々子（槍術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.68
2 毛利 悠二 福岡県武術太極拳連盟 8.31 4 岩井 七彩（槍術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.63
3 矢野 将之 神奈川県武術太極拳連盟 8.21 5 岩田 まあり（槍術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.53

6 下田 愛璃（棍術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.51
1 佐野 ななか 神奈川県武術太極拳連盟 8.00 7 清宮 綾音（槍術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.48

8 田中 るか（槍術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.46
1 大津 夕陽 大阪府武術太極拳連盟 8.93 9 室井 菜花（槍術B） 栃木県武術太極拳連盟 8.46
2 坂本　　蓮 埼玉県武術太極拳連盟 8.86 10 下神 杏那（槍術B） 東京都武術太極拳連盟 8.46
3 坂本 蓮太郎 大阪府武術太極拳連盟 8.80 11 大田 優子（槍術B） 東京都武術太極拳連盟 8.45
4 高　　龍野 埼玉県武術太極拳連盟 8.80 12 中村 菜々海（槍術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.45
5 岡村 晃佑 兵庫県武術太極拳連盟 8.78
6 小林 克海 神奈川県武術太極拳連盟 8.78
7 岡村 泰佑 兵庫県武術太極拳連盟 8.78
8 堀口 誠史 埼玉県武術太極拳連盟 8.70 1 高　　龍大 大阪府武術太極拳連盟 8.80
9 新免 恭庸 兵庫県武術太極拳連盟 8.70 2 松島 迅汰 兵庫県武術太極拳連盟 8.71

10 今井 真秀 大阪府武術太極拳連盟 8.65 3 朝山 泰成 大阪府武術太極拳連盟 8.65
11 井口　　誠 神奈川県武術太極拳連盟 8.63 4 尾野 透雅 埼玉県武術太極拳連盟 8.61
12 竹内 舜弥 静岡県武術太極拳連盟 8.61 5 宍倉 龍空 千葉県武術太極拳連盟 8.61

6 池田　　優 兵庫県武術太極拳連盟 8.60
1 下田 愛璃 埼玉県武術太極拳連盟 8.83 7 中村 和希 千葉県武術太極拳連盟 8.56
2 佐藤 実莉以 東京都武術太極拳連盟 8.73 8 李　　　 拳 兵庫県武術太極拳連盟 8.56
3 森　　未樹 東京都武術太極拳連盟 8.70 9 近藤 稜真 滋賀県武術太極拳連盟 8.55
4 岩井 七彩 兵庫県武術太極拳連盟 8.65 10 鎌田 慎ノ介 北海道武術太極拳連盟 8.53
5 大田 優子 東京都武術太極拳連盟 8.63 11 高橋 秀貴 埼玉県武術太極拳連盟 8.53
6 仁科 菜々子 埼玉県武術太極拳連盟 8.61 12 堀内 愛斗 千葉県武術太極拳連盟 8.50
7 清宮 綾音 埼玉県武術太極拳連盟 8.60
8 中務 杏紗 兵庫県武術太極拳連盟 8.58 1 貴田 菜ノ花 兵庫県武術太極拳連盟 8.86
9 平田 優花 埼玉県武術太極拳連盟 8.56 2 田中 千尋 兵庫県武術太極拳連盟 8.75

10 室井 菜花 栃木県武術太極拳連盟 8.56 3 林　　聖那 埼玉県武術太極拳連盟 8.65
11 岩田 まあり 兵庫県武術太極拳連盟 8.56 4 森高 菜月 埼玉県武術太極拳連盟 8.61
12 井花 寧音 埼玉県武術太極拳連盟 8.55 5 中村 里香 千葉県武術太極拳連盟 8.61

6 増田　　萌 大阪府武術太極拳連盟 8.61
1 大津 夕陽（刀術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.96 7 古川 萌華 岩手県武術太極拳連盟 8.60
2 小林 克海（刀術B） 神奈川県武術太極拳連盟 8.80 8 副島 嘉琳 東京都武術太極拳連盟 8.60
3 坂本　　蓮（刀術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.73 9 春日 彩子 埼玉県武術太極拳連盟 8.56
4 岡村 泰佑（刀術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.73 10 松島 菜々春 兵庫県武術太極拳連盟 8.56
5 坂本 蓮太郎（刀術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.71 11 安藤 ののか 滋賀県武術太極拳連盟 8.55
6 新免 恭庸（刀術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.70 12 高橋 茉嘉 埼玉県武術太極拳連盟 8.53
7 岡村 晃佑（刀術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.66
8 井口　　誠（剣術B） 神奈川県武術太極拳連盟 8.66 1 松島 迅汰（初級刀術） 兵庫県武術太極拳連盟 8.70
9 中川 翔登（刀術B） 北海道武術太極拳連盟 8.63 2 宍倉 龍空（初級刀術） 千葉県武術太極拳連盟 8.56

10 高　　龍野（剣術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.63 3 堀内 愛斗（初級刀術） 千葉県武術太極拳連盟 8.55
11 今井 真秀（刀術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.60 4 鎌田 慎ノ介（初級剣術） 北海道武術太極拳連盟 8.53
12 村上 舜平（剣術B） 北海道武術太極拳連盟 8.60 5 真茅 壱光（初級刀術） 大阪府武術太極拳連盟 8.51

6 髙田 大三（初級刀術） 東京都武術太極拳連盟 8.45
1 森　　未樹（剣術B） 東京都武術太極拳連盟 8.78 7 室井 笙維（初級剣術） 栃木県武術太極拳連盟 8.40
2 佐藤 実莉以（剣術B） 東京都武術太極拳連盟 8.75 8 大野 莉玖（初級刀術） 千葉県武術太極拳連盟 8.40
3 大田 優子（剣術B） 東京都武術太極拳連盟 8.66 9 松本 大和（初級刀術） 北海道武術太極拳連盟 8.38
3 井花 寧音（刀術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.66 10 井上 那也（初級剣術） 群馬県武術太極拳連盟 8.36
5 岩田 まあり（剣術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.61 11 江口 拓実（初級刀術） 京都府武術太極拳連盟 8.35
6 清宮 綾音（刀術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.61 12 古野 駿太（初級刀術） 京都府武術太極拳連盟 8.31
7 下田 愛璃（刀術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.53
8 室井 菜花（剣術B） 栃木県武術太極拳連盟 8.53
9 仁科 菜々子（剣術B） 埼玉県武術太極拳連盟 8.51

10 網浦 愛理子（剣術B） 大阪府武術太極拳連盟 8.50
11 中務 杏紗（剣術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.50
12 岩井 七彩（剣術B） 兵庫県武術太極拳連盟 8.50

ジュニア規定競技部門Ｃ
●初級長拳　男子

●初級長拳　女子

●初級短器械　男子

●長拳B長器械　男子

●長拳B長器械　女子

●長拳B短器械　女子

●長拳B短器械　男子

●長拳Ｂ　女子

●長拳Ｂ　男子

●南刀Ｂ　女子

●南刀Ｂ　男子

●南拳Ｂ　女子

●南拳Ｂ　男子

●32式太極剣　女子



1 貴田 菜ノ花（初級剣術） 兵庫県武術太極拳連盟 8.75
2 安藤 ののか（初級剣術）滋賀県武術太極拳連盟 8.50
3 松島 菜々春（初級剣術）兵庫県武術太極拳連盟 8.45
4 宍倉 桜佳（初級剣術） 千葉県武術太極拳連盟 8.41
5 磯野 水響（初級剣術） 千葉県武術太極拳連盟 8.35
6 毛塚 来美（初級剣術） 栃木県武術太極拳連盟 8.35
7 下神 朱璃（初級剣術） 東京都武術太極拳連盟 8.35
8 中山 美咲（初級剣術） 東京都武術太極拳連盟 8.35
9 根岸 李帆（初級剣術） 大阪府武術太極拳連盟 8.31

10 折本 雪乃（初級剣術） 京都府武術太極拳連盟 8.30
11 副島 嘉琳（初級剣術） 東京都武術太極拳連盟 8.28
12 高橋 茉嘉（初級剣術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.26

1 高　　龍大（初級槍術） 大阪府武術太極拳連盟 8.70
2 李 　　　拳（初級槍術） 兵庫県武術太極拳連盟 8.70
3 高橋 秀貴（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.68
4 尾野 透雅（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.60
5 守田 雄貴（初級棍術） 福岡県武術太極拳連盟 8.51
6 朝山 泰成（初級槍術） 大阪府武術太極拳連盟 8.51
7 池田　　優（初級棍術） 兵庫県武術太極拳連盟 8.51
8 近藤 稜真（初級棍術） 滋賀県武術太極拳連盟 8.50
9 中村 和希（初級棍術） 千葉県武術太極拳連盟 8.48

10 小島 健世（初級棍術） 千葉県武術太極拳連盟 8.43
11 古屋 帆久登（初級棍術）兵庫県武術太極拳連盟 8.41
12 山名 功起（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.38

1 増田　　萌（初級槍術） 大阪府武術太極拳連盟 8.73
2 中村 里香（初級棍術） 千葉県武術太極拳連盟 8.56
3 林　　聖那（初級槍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.56
4 田中 千尋（初級槍術） 兵庫県武術太極拳連盟 8.53
5 古川 萌華（初級棍術） 岩手県武術太極拳連盟 8.50
6 森高 菜月（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.46
7 春日 彩子（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.45
8 栃内 清花（初級棍術） 岩手県武術太極拳連盟 8.45
9 磯部 かんな（初級棍術）東京都武術太極拳連盟 8.45

10 山本 千夏（初級棍術） 千葉県武術太極拳連盟 8.40
11 中村 里穂（初級棍術） 愛知県武術太極拳連盟 8.38
12 春日 幸子（初級棍術） 埼玉県武術太極拳連盟 8.36

1 蝦名 冬馬 北海道武術太極拳連盟 8.75

1 平田 優花 埼玉県武術太極拳連盟 8.73
2 齋藤 優芽 岩手県武術太極拳連盟 8.70
3 藤井 春菜 岡山県武術太極拳連盟 8.68

1 江平 拓海 鹿児島県武術太極拳連盟 8.65
2 白川　　悠 東京都武術太極拳連盟 8.61
3 樋口 大起 岩手県武術太極拳連盟 8.51
4 鎌田 慎ノ介 北海道武術太極拳連盟 8.50
5 下川　　連 山口県武術太極拳連盟 8.50
6 大野 雅也 千葉県武術太極拳連盟 8.48

1 城ヶ﨑 美優 鹿児島県武術太極拳連盟 8.70
2 古川 萌華 岩手県武術太極拳連盟 8.70
3 春名 このみ 岡山県武術太極拳連盟 8.68
4 池内 佳奈 埼玉県武術太極拳連盟 8.66
5 栃内 清花 岩手県武術太極拳連盟 8.65
6 藤波 樹花 埼玉県武術太極拳連盟 8.63
7 江平 夕希奈 鹿児島県武術太極拳連盟 8.61
8 花野 宏美 兵庫県武術太極拳連盟 8.61
9 磯野 水響 千葉県武術太極拳連盟 8.60

10 毛塚 来美 栃木県武術太極拳連盟 8.60
11 粂川 桃帆 栃木県武術太極拳連盟 8.58
12 櫻田 得夢 青森県武術太極拳連盟 8.55

●ジュニア太極拳１　女子

●ジュニア太極拳１　男子

●ジュニア太極拳２　女子

●ジュニア太極拳２　男子

●初級長器械　女子

●初級長器械　男子

普　及　套　路　部　門

●初級短器械　女子


