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第 57回 全国高等学校日本拳法選手権大会 試合結果 
 
 期日 平成２４年８月４日（土）第１日：団体競技 ５日（日）第２日：個人競技 

 会場 愛媛県武道館 

 主催 全国高等学校日本拳法連盟   主管 西日本高等学校日本拳法連盟 

 後援 愛媛県・松山市・今治市・愛媛県教育委員会・松山市教育委員会・今治市教育委員会 

    愛媛県体育協会・愛媛新聞社・南海放送・テレビ愛媛・愛媛朝日テレビ・あいテレビ 

    日本拳法全国連盟・日本拳法会・愛媛県日本拳法連盟・今治拳友会 
 
 第１日：８月４日（土）開会式 12:00～12:20 団体競技 12:30～15:10 
 
 □男子団体競技 ※ ㈹・・・代表戦 
 
 １回戦 

  ○ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ２－１ 桜丘高等学校（愛知県） 

     長尾谷高等学校京都校（京都府） ０－５ 県立青翔高等学校（奈良県）   ○ 

  ○  府立今宮工科高等学校（大阪府） ４－１ 四国選抜チーム 

       県立橿原高等学校（奈良県） １－３ 大阪高等学校（大阪府）     ○ 

  ○    県立矢部高等学校（熊本県） ４－０ 栄徳高等学校（愛知県） 

  ○      清風高等学校（大阪府） ４－０ 国士舘高等学校（東京都） 

       豊橋中央高等学校（愛知県） ２－３ 県立伊都高等学校（和歌山県）  ○ 

       県立大淀高等学校（奈良県） ０－５ 大阪商業大学堺高等学校(大阪府) ○ 
 
 準々決勝  

  ○ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府） １㈹１ 県立青翔高等学校（奈良県） 

     府立今宮工科高等学校（大阪府） ２㈹２ 大阪高等学校（大阪府）     ○ 

       県立矢部高等学校（熊本県） １－２ 清風高等学校（大阪府）     ○ 

      県立伊都高等学校（和歌山県） ０－４ 大阪商業大学堺高等学校(大阪府) ○ 
 
 準決勝戦・第１試合 

    東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ０－３ 大阪高等学校（大阪府）     ○ 

          先鋒   高橋 伸明 １－２ 池田 翔耶 ○ 

          次鋒 × 宮本 真也 ０－０ 赤井 太風 × 

          中堅 × 杉浦 峻太 ０－０ 杉本  登 × 

          副将   山原 瑛之 ０－２ 浅田 信人 ○ 

          大将   寺島  将 ０－１ 岡崎  剣 ○ 
 
 準決勝戦・第２試合 

         清風高等学校（大阪府） ０－４ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府）○ 

          先鋒 × 橋本 周平 １－１ 冨長 泰季 × 

          次鋒   星  恵太 ０－２ 笹崎 良太 ○ 

          中堅   国広 丞史 １－２ 玉置 裕也 ○ 

          副将   北岡 秀石 ０－１ 新井 和希 ○ 

          大将   平松 知明 ０－２ 土井 稜太 ○ 
 
 決勝戦 

  ○      大阪高等学校（大阪府） ２㈹２ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） 

          先鋒 × 杉本  登 １－１ 前田 稔輝 × 

          次鋒   池田 翔耶 ０－２ 土井 稜太 ○ 

          中堅 ○ 赤井 太風 １－０ 玉置 裕也 

          副将 ○ 浅田 信人 ２－０ 冨長 泰季 

          大将   岡崎  剣 ０－２ 笹崎 良太 ○ 

         代表戦 ○ 赤井 太風 ２－０ 玉置 裕也 
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 男子団体競技・入賞校 
 
  優 勝  大阪高等学校（大阪府）〔 ６年ぶり・９回目 〕 

  準優勝  大阪商業大学堺高等学校（大阪府） 

  第３位  東大阪大学柏原高等学校（大阪府） 

  第３位  清風高等学校（大阪府） 
 
 最優秀選手 赤井 太風（大阪高等学校） 

  優秀選手 玉置 裕也（大阪商業大学堺高等学校） 

  優秀選手 宮本 真也（東大阪大学柏原高等学校） 

  優秀選手 平松 知明（清風高等学校） 

 

 □女子団体競技 ※ ㈹・・・代表戦 
 
 １回戦 
 
  ○   県立橿原高等学校（奈良県） ２－０ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） 

        桜丘高等学校（愛知県） １－２ 県立青翔高等学校（奈良県）    ○ 
 
 準々決勝 
 
     藤ノ花女子高等学校（愛知県） ０－２ 県立橿原高等学校（奈良県）    ○ 

      県立大淀高等学校（奈良県） ０－２ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ○ 

  ○ 関西大学第一高等学校（大阪府） ３－０ 大阪体育大学浪商高等学校（大阪府） 

      県立青翔高等学校（奈良県） １－２ 大阪桐蔭高等学校（大阪府）    ○ 
 
 準決勝戦・第１試合 
 
      県立橿原高等学校（奈良県） １－２ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ○ 

         先鋒   岡島英里佳 ０－２ 大西 春菜 ○ 

         中堅   駒井 遥香 ０－２ 岡崎  慧 ○ 

         大将 ○ 風味由記子 ２－０ 七里 瑠美 
 
 準決勝戦・第２試合 

  ○ 関西大学第一高等学校（大阪府） ２－０ 大阪桐蔭高等学校（大阪府） 

         先鋒 ○ 三村 杏子 ２－０ 並川 睦実 

         中堅 ○ 高丸 裕里 ２－０ 牧野 誠美 

         大将 × 中原 麻琴 １－１ 萩原 裕子 × 
 
 決勝戦 

    大阪商業大学堺高等学校（大阪府）１㈹１ 関西大学第一高等学校（大阪府） ○ 

         先鋒   岡崎  慧 ０－２ 高丸 裕里 ○ 

         中堅 ○ 大西 春菜 ２－０ 中原 麻琴 

         大将 × 七里 瑠美 １－１ 三村 杏子 × 

        代表戦   七里 瑠美 １－２ 高丸 裕里 ○ 
 
 女子団体競技・入賞校 

  優 勝  関西大学第一高等学校（大阪府）〔 ２年ぶり・３回目 〕 

  準優勝  大阪商業大学堺高等学校（大阪府） 

  第３位  大阪桐蔭高等学校（大阪府） 

  第３位  県立橿原高等学校（奈良県） 
 
 最優秀選手 高丸 裕里（関西大学第一高等学校） 

  優秀選手 七里 瑠美（大阪商業大学堺高等学校） 

  優秀選手 萩原 裕子（大阪桐蔭高等学校） 

  優秀選手 風味由記子（県立橿原高等学校） 
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 第２日：８月５日（日）開始式 10:00～109:10 個人競技 10:20～15:00 
 
 □男子個人競技（ 出場 144名 ／ 準々決勝以上 ） 
 
 準々決勝戦 

    赤井 太風 大阪高校   大阪府 ０－０ 井上 直也 県立青翔   奈良県 ○ 

                   （ 延長・判定 ） 

    百合草春男 桜丘高校   愛知県 １－２ 宇山 亮太 府立今宮工科 大阪府 ○ 

  ○ 岡田 優司 大阪高校   大阪府 １－０ 塩津 大世 県立青翔   奈良県 

  ○ 前田 稔輝 大商大堺   大阪府 ０－０ 原田 優介 県立朝倉   福岡県 

                   （ 延長・判定 ） 

 準決勝戦 

    井上 直也 県立青翔   奈良県 ０－０ 宇山 亮太 府立今宮工科 大阪府 ○ 

                   （ 延長０－１ ） 

  ○ 岡田 優司 大阪高校   大阪府 １－１ 前田 稔輝 大商大堺   大阪府 

                   （ 延長１－０ ） 

  決勝戦 

  ○ 宇山 亮太 府立今宮工科 大阪府 ０－０ 岡田 優司 大阪高校   大阪府 

                   （ 延長１－０ ） 

 男子個人競技・入賞選手 
 
  優 勝  宇山 亮太 府立今宮工科高等学校  大阪府 

  準優勝  岡田 優司 大阪高等学校      大阪府 

  第３位  井上 直也 県立青翔高等学校    奈良県 

  第３位  前田 稔輝 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 

  第５位  百合草春男 桜丘高等学校      愛知県 

  第５位  塩津 大世 県立青翔高等学校    奈良県 

  第５位  赤井 太風 大阪高等学校      大阪府 

  第５位  原田 優介 県立朝倉高等学校    福岡県 
 
 □女子個人競技（ 出場 69名 ／ 準々決勝以上 ） 
 
 準々決勝戦 

    駒井 遥香 県立橿原   奈良県 ０－２ 外山 美江 藤ノ花女子  愛知県 ○ 

    萩原 裕子 大阪桐蔭   大阪府 ０－１ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ○ 

  ○ 尾川 実優 藤ノ花女子  愛知県 ２－１ 古瀬 萌子 関大一高   大阪府 

    高丸 裕里 関大一高   大阪府 ０－１ 風味由記子 県立橿原   奈良県 ○ 
 
 準決勝戦 

    外山 美江 藤ノ花女子  愛知県 ０－１ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ○ 

  ○ 尾川 実優 藤ノ花女子  愛知県 ２－０ 風味由記子 県立橿原   奈良県 
 
  決勝戦 

  ○ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ２－０ 尾川 実優 藤ノ花女子  愛知県 
 
 女子個人競技・入賞選手 
 
  優 勝  岡崎  慧 大阪商業大学堺高等学校 大阪府 

  準優勝  尾川 実優 藤ノ花女子高等学校   愛知県 

  第３位  外山 美江 藤ノ花女子高等学校   愛知県 

  第３位  風味由記子 県立橿原高等学校    奈良県 

  第５位  萩原 裕子 大阪桐蔭高等学校    大阪府 

  第５位  古瀬 萌子 関西大学第一高等学校  大阪府 

  第５位  駒井 遥香 県立橿原高等学校    奈良県 

  第５位  高丸 裕里 関西大学第一高等学校  大阪府 


