
2012 全・日本拳法総合選手権大会入賞者一覧 
 

       

第 52 回 全・日本拳法個人選手権大会 
  

優勝 秋葉 洋一 第一普通科連隊 4 段 東京   

準優勝 今村 健 大宮自衛隊 3 段 熊本   

三位 前川 晴人 洪游会本部 5 段 大阪   

四位 堀 誉慶 大宮自衛隊 3 段 京都   

第 25 回 全・日本拳法女子個人選手権大会 
  

優勝 鈴木 侑帆 関西大学 3 段 愛知   

準優勝 中道 歩未 立命館大学 3 段 和歌山   

三位 松岡 里帆子 同志社大学 3 段 大阪   

四位 近藤 結里菜 同志社大 OG 3 段 愛知   

第 42 回 全・日本拳法高校男子個人選手権大会 
 

優勝 赤井 太風 大阪高校 2 段 大阪   

準優勝 宇山 亮太 今宮工科高校 2 段 大阪   

三位 宮本 真也 東大阪大柏原高校 2 段 大阪   

四位 玉置 裕也 大商大堺高校 2 段 大阪   

第 18 回 全・日本拳法高校女子個人選手権大会 
 

優勝 岡崎 慧 大商大堺高校 2 段 大阪   

準優勝 高丸 裕里 関西大第一高 2 段 大阪   

三位 尾川 実優 藤ノ花女子高 2 段 愛知   

四位 風味 由記子 橿原高 2 段 奈良   

 



大会名 ：

日時 ：

場所 ：

小学１年　男子 冨永大希 （大阪） 西勘彰 （大阪） 登り山琥大郎 （大阪） 千原善 （和歌山）

米澤音色 （徳島） 井出七星 （愛媛） 戸崎汐音 （愛知） 中井天鈴 （和歌山）

小学２年　男子 瀧川純希 （和歌山） 尾茂弥晴 （大阪） 後藤琉 （大阪） 坂田凱斗 （大阪）

横田　杏 （和歌山） 野村麻央 （大阪） 竹本真緒 （愛知） 片桐優名 （和歌山）

小学３年　男子 谷山誠人 （大阪） 溝口拓人 （大阪） 畑中宏規 （愛知） 匹田海大 （三重）

谷元　楓 （三重） 釜我仁衣奈 （大阪） 冨芳希来 （愛知） 川合麻夏子 （大阪）

小学４年　男子 中村五泉 （大阪） 御影靖成 （和歌山） 尾茂弥宙 （大阪） 富田圭悟 （大阪）

仲川呼幸 （大阪） 木村巴南 （愛知） 堀本和音 （大阪） 崎茉緒 （和歌山）

小学５年　男子 野村龍星 （大阪） 笠井堅斗 （大阪） 新垣颯太 （大阪） 豆塚大地 （和歌山）

山口桜花 （和歌山） 前田琴音 （大阪） 瀧花サリ （兵庫） 中川どにや （埼玉）

小学６年　男子 松葉祐太 （和歌山） 西川潤 （三重） 宮川隼輔 （大阪） 上田稜也 （和歌山）

上野そよこ （福岡） 中村美優 （大阪） 村上弘佳 （三重） 西紗愛耶 （和歌山）

中学1年　男子 森川昇理 （徳島） 飯田瑠 （大阪） 石田涼太 （三重） 瀬名波辰巳 （神奈川）

坂本佳乃子 （徳島） 川嶋大和 （和歌山） 谷山沙冶 （大阪） 小倉寿紀乃 （大阪）

中学２年　男子 竹丸塁主 （大分） 新井律希 （大阪） 谷碧時 （大阪） 東風濵直希 （大阪）

松本花風 （大阪） 松井眸 （三重） 新垣咲良 （大阪） 中埜樹里 （大阪）

中学３年　男子 佐藤力哉 （愛知） 宮本直弥 （大阪） 佐野世波 （三重） シェーファー･アヴィ （兵庫）

浜谷唯乃 （愛知） 谷山沙利 （大阪） 西川暁水 （三重） 岡本敦美 （三重）

小学３年　女子

中学1年　女子

第30回　全・日本拳法少年個人選手権大会

平成24年9月16日

大阪市中央体育館

優勝 準優勝 三位 三位

大会入賞者一覧表

小学１年　女子

小学２年　女子

少年の部

中学３年　女子

小学４年　女子

小学５年　女子

小学６年　女子

中学２年　女子


