
期日：令和元年7月27日・28日

演技競技 試合競技　個人女子の部
場所：福井県立武道館

順位 しかけ 応じ チーム名 県名 順位 チーム名 選手名 県名

優 勝 中村 心音 島崎 結加 福井なぎなたクラブ 福井県 優 勝 島根県なぎなた連盟 橋垣 苺佳 島根県

第 ２ 位 島袋 楓 宮城 心音 西原東中学校 沖縄県 第 ２ 位 北条なぎなたスポーツ少年団 神山 美完 愛媛県

第 ３ 位 大木 ろまん 泉水 ほのか 与那原中学校 沖縄県 第 ３ 位 南九州市立川辺中学校 上牧 大佳 鹿児島県

第 ４ 位 阿比留 月乃 坂上 祐輝 兵庫県なぎなた連盟 兵庫県 第 ４ 位 高田中学校 赤塚 未悠 三重県

第 ５ 位 松岡 美央梨 森 さくら 弥富さくらなぎなたクラブ 愛知県 第 ５ 位 愛国中学校 大崎 真優 東京都

第 ５ 位 三好 桃花 堀川 愛莉 香川県なぎなた連盟 香川県 第 ５ 位 友愛クラブ 城間 こころ 沖縄県

第 ５ 位 笹田 華歩 川島 彩葵 愛知武道館クラブ 愛知県 第 ５ 位 南砺市立福野中学校 早田 葵 富山県

第 ５ 位 上牧 大佳 迫 莉々樺 南九州市立川辺中学校 鹿児島県 第 ５ 位 弥富北中学校 服部 風夏 愛知県

試合競技　団体の部 試合競技　個人男子の部

順位 県名 順位 チーム名 選手名 県名

優 勝 島根県 優 勝 弥富東なぎなたｸﾗﾌﾞ 古市　光汰 愛知県

第 ２ 位 福井県 第 ２ 位 久茂地なぎなたクラブ 知念　真央 沖縄県

第 ３ 位 島根県 第 ３ 位 一戸町立一戸中学校 南舘　日奈太 岩手県

第 ４ 位 兵庫県

第 ５ 位 香川県

第 ５ 位 和歌山県

第 ５ 位 沖縄県

第 ５ 位 鹿児島県

まんのう町立満濃中学校

和歌山県なぎなた連盟

西原東中学校

南九州市立川辺中学校

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　第２７回全国中学生なぎなた大会　種目別一覧成績表

チーム名

出雲北陵中学校

武陵館中嶋道場

松江市なぎなた連盟

公益財団法人修武館



演技競技

ふりがな ふりがな

しかけ 応じ

なかむら ここね しまさき ゆうか

中村 心音 島崎 結加

しまぶくろ かえで みやぎ ここね

島袋 楓 宮城 心音

おおき ろまん いずみ ほのか

大木 ろまん 泉水 ほのか

あびる つきの さかうえ ゆうき

阿比留 月乃 坂上 祐輝

まつおか はおり もり さくら

松岡 美央梨 森 さくら

みよし ももか ほりかわ あいり

三好 桃花 堀川 愛莉

ささだ かほ かわしま さき

笹田 華歩 川島 彩葵

かみまき ひろか さこ りりか

上牧 大佳 迫 莉々樺

第５位 愛知武道館クラブ 愛知県

第５位 南九州市立川辺中学校 鹿児島県

第５位 弥富さくらなぎなたクラブ 愛知県

第５位 香川県なぎなた連盟 香川県

第３位 与那原中学校 沖縄県

第４位 兵庫県なぎなた連盟 兵庫県

優　勝 福井なぎなたクラブ 福井県

第２位 西原東中学校 沖縄県

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第２７回全国中学生なぎなた大会

種目別成績表（演技）

順位 チーム名 県名



試合競技 団体の部

県名

第５位 南九州市立川辺中学校 鹿児島県

第５位 和歌山県なぎなた連盟 和歌山県

第５位 西原東中学校 沖縄県

第４位 公益財団法人修武館 兵庫県

第５位 まんのう町立満濃中学校 香川県

第２位 武陵館中嶋道場 福井県

第３位 松江市なぎなた連盟 島根県

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第２７回全国中学生なぎなた大会

種目別成績表（団体）

順位 チーム名

優　勝 出雲北陵中学校 島根県



試合競技 女子個人の部

ふりがな

選手名

はしがき もか

橋垣 苺佳

こうやま みかん

神山 美完

かみまき ひろか

上牧 大佳

あかつか みゆ

赤塚 未悠

おおさき まゆ

大崎 真優

しろま こころ

城間 こころ

はやた あおい

早田 葵

はっとり  ふうか

服部 風夏

第５位 南砺市立福野中学校 富山県

第５位 弥富北中学校 愛知県

第５位 愛国中学校 東京都

第５位 友愛クラブ 沖縄県

第３位 南九州市立川辺中学校 鹿児島県

第４位 高田中学校 三重県

優　勝 島根県なぎなた連盟 島根県

第２位 北条なぎなたスポーツ少年団 愛媛県

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第２７回全国中学生なぎなた大会

種目別成績表（個人女子）

順位 チーム名 県名



試合競技 男子個人の部

ふりがな

選手名
ふるいち　こうた

古市　光汰

ちねん　まこと

知念　真央
みなみだて　ひなた

南舘　日奈太

第２位 久茂地なぎなたクラブ 沖縄県

第３位

優　勝 弥富東なぎなたｸﾗﾌﾞ 愛知県

一戸町立一戸中学校 岩手県

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第２７回全国中学生なぎなた大会

種目別成績表（個人男子）

順位 チーム名 県名


