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第 18回 全国高等学校日本拳法選抜大会 
 
期日 平成 26年 3月 29日（土）団体競技 30日（日）個人競技  会場 大阪市立修道館(大阪城内) 

主催 JHNKF全国高等学校日本拳法連盟 

後援 大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・大阪高等学校体育連盟 

   読売新聞大阪本社・大阪日日新聞社・NPO 日本拳法会・（財）日本拳法全国連盟 

主管 西日本高等学校日本拳法連盟・大阪高等学校体育連盟日本拳法専門部 

 

第１日：３月２９日（土）開会式 12:00～12:20 団体競技 12:30～15:10 
 

□ 男子団体競技 ※ ㈹・・・代表者決定戦 

 

１回戦 

      県立伊都高等学校（和歌山県） １－２ 大阪体育大学浪商高等学校（大阪府） ○ 

         栄徳高等学校（愛知県） １－３ 県立阿蘇中央高等学校（熊本県）   ○ 

 ○ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） ５－０ 県立橿原高等学校（奈良県） 

 ○  東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ５－０ 長尾谷高等学校京都校（京都府） 

     日生学園第一高等学校（三重県） １－４ 桜丘高等学校（愛知県）       ○ 

      県立瀬戸南高等学校（岡山県） ０－５ 初芝立命館高等学校（大阪府）    ○ 

 

準々決勝 

 ○       大阪高等学校（大阪府） ３－１ 大阪体育大学浪商高等学校（大阪府） 

     県立阿蘇中央高等学校（熊本県） １－４ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） ○ 

 ○  東大阪大学柏原高等学校（大阪府） ３－２ 桜丘高等学校（愛知県） 

      初芝立命館高等学校（大阪府） １－２ 県立青翔高等学校（奈良県）     ○ 

 

準決勝・第１試合 

        大阪高等学校（大阪府）  １－３ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） ○ 

         先鋒 ○ 岡田 優司  ２－０ 尾坐原大地 

         次鋒 × 小倉 裕成  ０－０ 小坂 怜亜 × 

         中堅   湊  拓也  ０－２ 宮本 直弥 ○ 

         副将   平田 龍生  ０－１ 岡田 基希 ○ 

         大将   木村 友哉  ０－２ 中村  寛 ○ 

 

準決勝・第２試合 

 ○ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府）  ２㈹２ 県立青翔高等学校（奈良県） 

         先鋒 ○ 川崎 大輝  ２－１ 辻  勇太 

         次鋒   波賀清志郎  ０－２ 島田健太郎 ○ 

         中堅 × 藤原 麻人  ０－０ 木村 飛翔 × 

         副将   釜我 雄大  １－２ 小和野晃槻 ○ 

         大将 ○ 大谷 瑛二  ２－０ 奥山 翔太 
 
         代表 ○ 大谷 瑛二  ２－１ 小和野晃槻 

 

決勝 

  関西福祉科学大学高等学校（大阪府）  ２－３ 東大阪大学柏原高等学校（大阪府）○ 

         先鋒   尾坐原大地  １－２ 川崎 大輝 ○ 

         次鋒 ○ 宮本 直弥  ２－０ 藤原 麻人 

         中堅   小坂 怜亜  ０－２ 石井 仁哉 ○ 

         副将   杉本 将基  ０－２ 梅本  慎 ○ 

         大将 ○ 中村  寛  ２－１ 大谷 瑛二 
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男子団体競技・入賞校 

 優 勝 東大阪大学柏原高等学校〔７年振り・４回目〕 最優秀選手 大谷 瑛二(東大阪大柏原) 

 準優勝 関西福祉科学大学高等学校（大阪府）       優秀選手 中村  寛(関西福祉科学) 

 第３位 県立青翔高等学校（奈良県）           優秀選手 小和野晃槻（県立青翔） 

 第３位 大阪高等学校（大阪府）             優秀選手 岡田 優司（大阪高） 

 

□女子団体競技 ※ ㈹・・・代表戦 

 

１回戦 

       県立矢部高等学校（熊本県） ０－３ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ○ 

       県立青翔高等学校（奈良県） １－２ 関西大学高等部（大阪府）     ○ 

 ○ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） ３－０ 県立橿原高等学校（奈良県） 

 

準々決勝 

     関西大学第一高等学校（大阪府） ０－３ 大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ○ 

        関西大学高等部（大阪府） ０－３ 藤ノ花女子高等学校（愛知県）   ○ 

 ○       桜丘高等学校（愛知県） ２－０ 大阪体育大学浪商高等学校（大阪府） 

 ○ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） ２－１ 大阪桐蔭高等学校（大阪府） 

 

準決勝・第１試合 

 ○  大阪商業大学堺高等学校（大阪府） ３－０ 藤ノ花女子高等学校（愛知県） 

          先鋒 ○ 大西 春菜 １－０ 中野由可里 

          中堅 ○ 岡崎  慧 ２－０ 天野 優奈 

          大将 ○ 置田 彩香 １－０ 岡本 敦美 

 

準決勝・第２試合 

 ○       桜丘高等学校（愛知県） ３－０ 関西福祉科学大学高等学校（大阪府） 

          先鋒 ○ 浜谷 唯乃 ２－０ 竹川 真由 

          中堅 ○ 河野 瑞季 ２－１ 山原 千歩 

          大将 ○ 佐藤 千夏 ２－１ 寺本 奈未 

決勝 

 ○  大阪商業大学堺高等学校（大阪府） １㈹１ 桜丘高等学校（愛知県） 

          先鋒   大西 春菜 ０－１ 佐藤 千夏 ○ 

          中堅 ○ 岡崎  慧 ２－０ 浜谷 唯乃 

          大将 × 置田 彩香 ０－０ 河野 瑞季 × 
 
         代表戦 ○ 岡崎  慧 １－０ 河野 瑞季 

 

女子団体競技・入賞校 

 優 勝 大阪商業大学堺高等学校〔３年ぶり・４回目〕 最優秀選手 岡崎  慧（大商大堺） 

 準優勝 桜丘高等学校（愛知県）            優秀選手 佐藤 千夏（桜丘高） 

 第３位 藤ノ花女子高等学校（愛知県）         優秀選手 中野由可里（藤ノ花女） 

 第３位 関西福祉科学大学高等学校（大阪府）      優秀選手 竹川 真由（関西福科大高） 
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第２日：３月２４日（日）開始式 10:00～10:10 個人競技 10:20～15:00 
 

□男子個人競技（ 出場 110名 ／ ４回戦（ベスト１６）以上 ） 

 

４回戦 ※ 延・・・延長（同点は判定、それ以外は延長１本勝ち） 

 ○ 前田 稔輝 大商大堺   大阪府 １－０ 芳賀ﾋﾞﾗﾙ海 桜丘高    愛知県 

   田中 優輝 初芝立命館  大阪府 ０－２ 宮本 直弥 関西福祉科学 大阪府 ○ 

 ○ 大谷 瑛二 東大阪大柏原 大阪府 ２－０ 小坂 怜亜 関西福祉科学 大阪府 

 ○ 杉本 力矢 大阪桐蔭   大阪府 ２－１ 天谷 成斗 大商大堺   大阪府 

 ○ 岡田 優司 大阪高    大阪府 ２－０ 角野 晃平 大体大浪商  大阪府 

   谷  祥希 桜丘高    愛知県 ０－１ 上垣内一成 大阪桐蔭   大阪府 ○ 

   佐藤 健一 大商大堺   大阪府 ０－２ 北岡 秀石 清風高    大阪府 ○ 

   高尾 和幸 県立浮羽工業 福岡県 １－２ 中村  寛 関西福祉科学 大阪府 ○ 

 

準々決勝 ※ 延・・・延長（同点は判定、それ以外は延長１本勝ち） 

 ○ 前田 稔輝 大商大堺   大阪府 ０延０ 宮本 直弥 関西福祉科学 大阪府 

                 延長 １－０ 

 ○ 大谷 瑛二 東大阪大柏原 大阪府 ２－０ 杉本 力矢 大阪桐蔭   大阪府 

 ○ 岡田 優司 大阪高    大阪府 ２－０ 上垣内一成 大阪桐蔭   大阪府 

   北岡 秀石 清風高    大阪府 １延１ 中村  寛 関西福祉科学 大阪府 ○ 

                 延長 ０－１ 

 

準決勝  ※ 延・・・延長時間無制限１本勝負 

 ○ 前田 稔輝 大商大堺   大阪府 ０延０ 大谷 瑛二 東大阪大柏原 大阪府 

                 延長 １－０ 

 ○ 岡田 優司 大阪高    大阪府 １－０ 中村  寛 関西福祉科学 大阪府 

 

決勝   ※ 延・・・延長時間無制限１本勝負 

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

                 延長 １－０ 

 

男子個人競技・入賞選手 

 優 勝 前田 稔輝 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

 準優勝 岡田 優司 大阪高等学校       大阪府 

 第３位 大谷 瑛二 東大阪大学柏原高等学校  大阪府 

 第３位 中村  寛 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

 第５位 宮本 直弥 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

 第５位 上垣内一成 大阪桐蔭高等学校     大阪府 

 第５位 杉本 力矢 大阪桐蔭高等学校     大阪府 

 第５位 北岡 秀石 清風高等学校       大阪府 

 

□女子個人競技（ 出場 62名 ／ 準々決勝以上 ） 

 

３回戦 ※ 延・・・延長（同点は判定、それ以外は延長１本勝ち） 

 ○ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ２－０ 風間 裕貴 関大一高   大阪府 

 ○ 山原 千歩 関西福祉科学 大阪府 １－０ 牛田恵利奈 桜丘高    愛知県 

   大貫千華子 大阪桐蔭   大阪府 ０－１ 中野由可里 藤ノ花女子  愛知県 ○ 

   高垣 愛穂 大阪桐蔭   大阪府 ０－１ 河野 瑞季 桜丘高    愛知県 ○ 

   大西 春菜 大商大堺   大阪府 ０延０ 浜谷 唯乃 桜丘高    愛知県 ○ 

                 延長  判定 
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 ○ 松本  芽 県立橿原高  奈良県 ２－１ 小儀 愛莉 関大一高   大阪府 

 ○ 置田 彩香 大商大堺   大阪府 １延１ 岡本 敦美 藤ノ花女子  愛知県 

                 延長 １－０ 

   鶴見 静香 藤ノ花女子  愛知県 ０－２ 谷 南奈美 大阪桐蔭   大阪府 ○ 

 

準々決勝 ※ 延・・・延長（同点は判定、それ以外は延長１本勝ち） 

 ○ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ２－０ 山原 千歩 関西福祉科学 大阪府 

 ○ 中野由可里 藤ノ花女子  愛知県 １－０ 河野 瑞季 桜丘高    愛知県 

 ○ 浜谷 唯乃 桜丘高    愛知県 １－０ 松本  芽 県立橿原高  奈良県 

   置田 彩香 大商大堺   大阪府 ０－２ 谷 南奈美 大阪桐蔭   大阪府 ○ 

 

準決勝  ※ 延・・・延長時間無制限１本勝負 

 ○ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ２－０ 中野由可里 藤ノ花女子  愛知県 

   浜谷 唯乃 桜丘高    愛知県 ０延０ 谷 南奈美 大阪桐蔭   大阪府 ○ 

                 延長 ０－１ 

 

決勝   ※ 延・・・延長時間無制限１本勝負 

 ○ 岡崎  慧 大商大堺   大阪府 ２－１ 谷 南奈美 大阪桐蔭   大阪府 

 

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 谷 南奈美 大阪桐蔭高等学校     大阪府 

  第３位 中野由可里 藤ノ花女子高等学校    愛知県 

  第３位 浜谷 唯乃 桜丘高等学校       愛知県 

  第５位 山原 千歩 関西福祉科学大学高等学校 大阪府 

  第５位 置田 彩香 大阪商業大学堺高等学校  大阪府 

  第５位 河野 瑞季 桜丘高等学校       愛知県 

  第５位 松本  芽 県立橿原高等学校     奈良県 


