第１１回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
〜最優秀選手男女各１名にＪＯＣジュニアカップを授与〜

｢第１１回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会｣は、延べ５８３人(男子３４８人、女
子２３５人)のジュニア選手が出場し、第 2 回アジアジュニア武術選手権大会(２００３年８月／中国･
北京市)の日本代表選手選考会を兼ねて盛況のうちに行われた。
大会は、昨年から(財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)と日本連盟との共催により行われている。
愛知県連盟が主管団体として大会の運営にあたった。１６種目──1)太極拳Ａ、2)太極拳Ｂ、3)総合
太極拳、4)南拳、5)南刀、6)南棍、7)初級南拳、8)長拳Ａ、9)長拳Ｂ、10)少年長拳、11)初級長拳、
12)中学生長拳、13)ドラゴン長拳(小学生高学年長拳)、14)パンダ長拳(小学生低学年長拳)、15)長拳
短器械、16)長拳長器械──男女３２種目が行われた。
最優秀選手男女各 1 名(飯塚泰助、根岸玉青の両選手)に、ＪＯＣジュニアカップが授与された。
大会の成績(入賞者)は、国際競技大会、全国大会成績 をクリック。成績の種目配列は、開催
要綱の種目番号順とした。
なお、各種目の年齢(学年)区分は成績一覧の末尾記載を参照されたい。

第11回ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ武術太極拳大会

成績一覧
◎ＪＯＣジュニアオリンピックカップ最優秀選手
（初級長拳，静岡県武術太極拳連盟）
男子 飯塚泰助
（初級長拳，東京都武術太極拳連盟）
女子 根岸玉青
●太極拳Ａ 男子
順位 氏
名
（所
属）
得点
優秀賞 出口
強 （日本学生連盟・麗澤大） 8.58
●太極拳Ａ 女子
１ 藤原
輪 （日本学生連盟・国際基教大） 8.85
２ 矢島真梨子 （群馬県武術太極拳連盟） 8.85
３ 榛葉 加奈 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.68
４ 伊藤 優希 （北海道武術太極拳連盟） 8.63
５ 和田美代子 （山口県武術太極拳連盟） 8.61
６ 徳永 舞子 （日本学生連盟・麗澤大） 8.60
７ 菅原 生江 （日本学生連盟・国際基教大） 8.60
８ 鈴木さくら （日本学生連盟・麗澤大） 8.56
９ 伊東
萌 （日本学生連盟・聖心女子大） 8.53
10 福光 由布 （日本学生連盟・神戸女学院大） 8.48
11 黄
才理 （日本学生連盟・麗澤大） 8.48
12 中島 千智 （山口県武術太極拳連盟） 8.48
●太極拳Ｂ 男子
優秀賞 小林
富 （山口県武術太極拳連盟） 8.76
●太極拳Ｂ 女子
１ 松山 穂波 （鹿児島県武術太極拳連盟） 8.63
２ 笠井 祐里 （徳島県武術太極拳連盟） 8.58
３ 酒井 和恵 （愛知県武術太極拳連盟） 8.53
●総合太極拳 男子
優秀賞 宮岡 武蔵 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.80
●総合太極拳 女子
１ 宮岡
愛 （神奈川県武術太極拳連盟） 9.16
２ 武信二三枝 （鳥取県武術太極拳連盟） 9.11
３ 松本 直子 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.83
●南拳 男子
１ 中田 光紀 （大阪府武術太極拳連盟） 8.95
２ 服部 翔一 （埼玉県武術太極拳連盟） 8.85
３ 目黒 大輔 （千葉県武術太極拳連盟） 8.73
●南拳 女子
優秀賞 川口真由子 （大阪府武術太極拳連盟） 8.85
●南刀 男子
１ 中田 光紀 （大阪府武術太極拳連盟） 8.95

２ 服部 翔一 （埼玉県武術太極拳連盟）
３ 松浦
新 （大阪府武術太極拳連盟）
●南刀 女子
優秀賞 川口真由子 （大阪府武術太極拳連盟）
●南棍 男子
１ 中田 光紀 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 服部 翔一 （埼玉県武術太極拳連盟）
３ 目黒 大輔 （千葉県武術太極拳連盟）
●南棍 女子
優秀賞 川口真由子 （大阪府武術太極拳連盟）
●初級南拳 男子
１ 米山隆太郎 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 藤井 隆志 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 川口 昴大 （大阪府武術太極拳連盟）
●初級南拳 女子
優秀賞 阪 みさき （大阪府武術太極拳連盟）
●長拳Ａ 男子
１ 渡邉 航太 （東京都武術太極拳連盟）
２ 横井 寛典 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 大久保翔吾 （北海道武術太極拳連盟）
４ 藤永 拓樹 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 阿部 真之 （秋田県武術太極拳連盟）
６ 岸
涼介 （大阪府武術太極拳連盟）
７ 佐藤
大 （埼玉県武術太極拳連盟）
８ 阿部 宗之 （秋田県武術太極拳連盟）
●長拳Ａ 女子
１ 青木 亮子 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 鈴木 菜月 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 米山 藍子 （大阪府武術太極拳連盟）
●長拳Ｂ 男子
１ 市来崎大祐 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 酒井 大輔 （神奈川県武術太極拳連盟）
３ 長澤 風海 （静岡県武術太極拳連盟）
４ 小貫 達哉 （東京都武術太極拳連盟）
５ 小松 篤史 （神奈川県武術太極拳連盟）
６ 東内 陽介 （兵庫県武術太極拳連盟）
７ 野田
学 （神奈川県武術太極拳連盟）
８ 加藤 崇史 （愛知県武術太極拳連盟）
●長拳Ｂ 女子
１ 大塚 美鈴 （東京都武術太極拳連盟）
２ 奥村 未来 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 森 ゆり奈 （愛知県武術太極拳連盟）
●少年長拳 男子
１ 下村 有輝 （大阪府武術太極拳連盟）
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２ 堀川 謙太 （滋賀県武術太極拳連盟）
３ 小島 清吾 （滋賀県武術太極拳連盟）
４ 武島 秀竜 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 小野
力 （東京都武術太極拳連盟）
６ 劉
暢 （島根県武術太極拳連盟）
７ 布
一馬 （千葉県武術太極拳連盟）
８ 河村 直哉 （神奈川県武術太極拳連盟）
９ 前田 克実 （千葉県武術太極拳連盟）
10 加藤 弘基 （兵庫県武術太極拳連盟）
11 三原 隆介 （大阪府武術太極拳連盟）
12 大野 達哉 （北海道武術太極拳連盟）
●少年長拳 女子
１ 平岡 優希 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 山口 啓子 （大阪府武術太極拳連盟）
３ 小島恵梨香 （滋賀県武術太極拳連盟）
４ 森本
閑 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 細田 智美 （大阪府武術太極拳連盟）
６ 吉田 初美 （大阪府武術太極拳連盟）
●初級長拳 男子
１ 飯塚 泰助 （静岡県武術太極拳連盟）
２ 柘植 朗大 （京都府武術太極拳連盟）
３ 白石
大 （兵庫県武術太極拳連盟）
４ 田中 翔悟 （滋賀県武術太極拳連盟）
５ 田中 大智 （滋賀県武術太極拳連盟）
６ 猪野 孔太 （高知県武術太極拳連盟）
７ 岩本
淳 （兵庫県武術太極拳連盟）
８ 高橋 達明 （東京都武術太極拳連盟）
９ 中村上総介 （大阪府武術太極拳連盟）
10 藤岡聡一郎 （大阪府武術太極拳連盟）
11 北原 時海 （千葉県武術太極拳連盟）
12 長澤 水木 （静岡県武術太極拳連盟）
●初級長拳 女子
１ 根岸 玉青 （東京都武術太極拳連盟）
２ 浅見 知世 （群馬県武術太極拳連盟）
３ 山口 亮子 （大阪府武術太極拳連盟）
４ 浅井麻佑里 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 廣奥
花 （群馬県武術太極拳連盟）
６ 香川 真理 （大阪府武術太極拳連盟）
７ 松尾 万理 （千葉県武術太極拳連盟）
８ 新井 由菜 （群馬県武術太極拳連盟）
９ 岡 真奈美 （三重県武術太極拳連盟）
10 三浦 史織 （愛知県武術太極拳連盟）
11 宮本 佳苗 （大阪府武術太極拳連盟）
12 園原多久美 （兵庫県武術太極拳連盟）
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●中学生長拳 男子
１ 松野 孝則 （愛知県武術太極拳連盟） 8.50
２ 橋本 悠平 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.43
３ 笠井 大樹 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.41
４ 小野 龍幸 （愛知県武術太極拳連盟） 8.38
５ 須藤 草太 （愛知県武術太極拳連盟） 8.31
６ 浜田 翔悟 （秋田県武術太極拳連盟） 8.31
７ 本岡 雅俊 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.30
８ 澁江 悠太 （京都県武術太極拳連盟） 8.26
●中学生長拳 女子
１ 水本 菜月 （静岡県武術太極拳連盟） 8.36
２ 山本 晴奈 （愛知県武術太極拳連盟） 8.30
３ 中村
楓 （愛知県武術太極拳連盟） 8.30
●小学生高学年長拳（ドラゴン級長拳）男子
１ 譚
領健 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.55
２ 小倉
勇 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.45
３ 野田
悟 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.45
４ 小野 真司 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.38
５ 金子 武矢 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.36
６ 森
一貴 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.36
７ 柳島 大樹 （大阪府武術太極拳連盟） 8.36
８ 小貫 真哉 （東京都武術太極拳連盟） 8.35
９ 酒井
翔 （神奈川県武術太極拳連盟） 8.35
10 中田 鉄平 （岩手県武術太極拳連盟） 8.35
11 山口 竜馬 （静岡県武術太極拳連盟） 8.33
12 浜田 賢斗 （秋田県武術太極拳連盟） 8.31
●小学生高学年長拳（ドラゴン級長拳）女子
１ 武田さや乃 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.40
２ 山本 綾子 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.36
３ 桐山 夏帆 （静岡県武術太極拳連盟） 8.36
４ 加藤 伶奈 （三重県武術太極拳連盟） 8.35
５ 松野 早夏 （愛知県武術太極拳連盟） 8.33
６ 佐野 萌子 （静岡県武術太極拳連盟） 8.31
７ 青木 美陽 （高知県武術太極拳連盟） 8.30
８ 吉田 悠里 （群馬県武術太極拳連盟） 8.30
９ 浜田 聖菜 （秋田県武術太極拳連盟） 8.28
10 千田実香子 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.28
11 中本 楓弓 （京都府武術太極拳連盟） 8.28
12 西村理恵子 （大阪府武術太極拳連盟） 8.26
●小学生低学年長拳（パンダ級長拳）男子
１ 園原 悠斗 （兵庫県武術太極拳連盟） 8.28
２ 梅本 翔馬 （北海道武術太極拳連盟） 8.16
３ 木村
城 （秋田県武術太極拳連盟） 8.15
４ 佐藤 陵典 （京都府武術太極拳連盟） 8.13

５ 小野 靖史 （兵庫県武術太極拳連盟）
６ 杉田
篤 （三重県武術太極拳連盟）
７ 小山 真弘 （大阪府武術太極拳連盟）
８ 渡邉 拓弘 （兵庫県武術太極拳連盟）
９ 山口 拳児 （大阪府武術太極拳連盟）
９ 柳島 匡樹 （大阪府武術太極拳連盟）
11 桐山 賢龍 （静岡県武術太極拳連盟）
12 清水 浩樹 （大阪府武術太極拳連盟）
●小学生低学年長拳（パンダ級長拳）女子
１ 山本 千尋 （兵庫県武術太極拳連盟）
２ 中島くるみ （兵庫県武術太極拳連盟）
３ 中村 柊香 （愛知県武術太極拳連盟）
４ 谷野こころ （兵庫県武術太極拳連盟）
５ 金子 怜加 （神奈川県武術太極拳連盟）
６ 清水 美帆 （大阪府武術太極拳連盟）
７ 森
遥香 （兵庫県武術太極拳連盟）
８ 庄司 花実 （愛知県武術太極拳連盟）
９ 中村 実優 （大阪府武術太極拳連盟）
10 山田 彩夢 （愛知県武術太極拳連盟）
11 鶯
友希 （徳島県武術太極拳連盟）
12 中村 知穂 （大阪府武術太極拳連盟）
●長拳短器械 男子
１ 市来崎大祐 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 下村 有輝 （大阪府武術太極拳連盟）
３ 小貫 達哉 （東京都武術太極拳連盟）
４ 酒井 大輔 （神奈川県武術太極拳連盟）
５ 小松 篤史 （神奈川県武術太極拳連盟）
６ 堀川 謙太 （滋賀県武術太極拳連盟）
７ 東内 陽介 （兵庫県武術太極拳連盟）
８ 栗原 正裕 （埼玉県武術太極拳連盟）
９ 渡邉 航太 （東京都武術太極拳連盟）
10 大久保翔吾 （北海道武術太極拳連盟）
11 武島 秀竜 （大阪府武術太極拳連盟）
12 横井 寛典 （愛知県武術太極拳連盟）
●長拳短器械 女子
１ 青木 亮子 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 鈴木 菜月 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 大塚 美鈴 （東京都武術太極拳連盟）
４ 小島恵梨香 （滋賀県武術太極拳連盟）
５ 平岡 優希 （大阪府武術太極拳連盟）
６ 山口 啓子 （大阪府武術太極拳連盟）
７ 米山 藍子 （大阪府武術太極拳連盟）
８ 奥村 未来 （愛知県武術太極拳連盟）
９ 永田
瑛 （神奈川県武術太極拳連盟）
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8.06
8.05
8.03
8.03
8.01
8.00
7.98
8.95
8.75
8.73
8.68
8.66
8.65
8.60
8.56
8.56
8.55
8.53
8.51
8.91
8.81
8.58
8.58
8.53
8.50
8.46
8.40
8.40

10 吉田 初美 （大阪府武術太極拳連盟）
11 森 ゆり奈 （愛知県武術太極拳連盟）
12 細田 智美 （大阪府武術太極拳連盟）
●長拳長器械 男子
１ 市来崎大祐 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 小松 篤史 （神奈川県武術太極拳連盟）
３ 小貫 達哉 （東京都武術太極拳連盟）
４ 下村 有輝 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 堀川 謙太 （滋賀県武術太極拳連盟）
６ 酒井 大輔 （神奈川県武術太極拳連盟）
７ 渡邉 航太 （東京都武術太極拳連盟）
８ 藤永 拓樹 （大阪府武術太極拳連盟）
９ 武島 秀竜 （大阪府武術太極拳連盟）
10 野田
学 （神奈川県武術太極拳連盟）
11 長澤 風海 （静岡県武術太極拳連盟）
12 岸
涼介 （大阪府武術太極拳連盟）
●長拳長器械 女子
１ 青木 亮子 （大阪府武術太極拳連盟）
２ 鈴木 菜月 （愛知県武術太極拳連盟）
３ 小島恵梨香 （滋賀県武術太極拳連盟）
４ 平岡 優希 （大阪府武術太極拳連盟）
５ 大塚 美鈴 （東京都武術太極拳連盟）
６ 山口 啓子 （大阪府武術太極拳連盟）
７ 森 ゆり奈 （愛知県武術太極拳連盟）
８ 浅田 綾子 （大阪府武術太極拳連盟）
９ 脇村 洸梨 （大阪府武術太極拳連盟）
10 細田 智美 （大阪府武術太極拳連盟）
11 山口 亮子 （大阪府武術太極拳連盟）
12 永田
瑛 （神奈川県武術太極拳連盟）

8.38
8.35
8.30
8.90
8.75
8.73
8.70
8.61
8.55
8.51
8.51
8.50
8.50
8.48
8.43
8.86
8.70
8.56
8.56
8.51
8.41
8.40
8.38
8.33
8.30
8.26
8.26

ジュニア五輪カップ大会種目の年齢（学年）区分
１）太極拳Ａ＝満22歳以下満19歳以上，または学生
２）太極拳Ｂ＝満18歳以下
３）総合太極拳＝満22歳以下，または学生
４）南
拳＝満18歳以下 ５）南 刀＝満18歳以下
６）南
棍＝満18歳以下 ７）初級長拳＝満18歳以下
８）長 拳 Ａ＝満18歳以下 ９）長 拳 Ｂ＝満18歳以下
10）少年長拳＝満18歳以下 11）初級長拳＝満18歳以下
12）中学生長拳＝中学１年〜３年
13）ドラゴン長拳（小学生高学年長拳）＝小学４年〜６年
14）パンダ長拳（小学生低学年長拳）＝未就学〜小学３年
15）長拳短器械＝満18歳以下
16）長拳長器械＝満18歳以下

