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平成２６年３月吉日

第７２回全国競技かるた桑名大会 結果ご報告

（主管）三重県かるた協会

                                会長 太田 富夫

拝啓 このたび標記大会を開催しましたところ、全国各地から、これまでの最多であった

昨年の４７２名を大きく上回る５５２名の選手各位のご参加をいただき、無事に終了する

ことができました。これも偏に各位のご支援の賜物と関係者一同厚く御礼申し上げる次第

でございます。

また、大会運営上、ご不便をお掛けしたことも多々あったこととは存じますが、ご容赦

願いますとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、本大会の結果につきまして、以下のとおりご報告申し上げます。     敬具

１．日 程  平成２６年３月 ９日（日）Ｃ１級、Ｃ２級、Ｄ１級、Ｄ２級、Ｄ３級、

Ｄ４級、Ｄ５級、Ｅ１－１級、Ｅ１－２級、

Ｅ２－１級、Ｅ２－２級、もみじの部

同 ３月１６日（日）Ａ級、Ｂ級

２．場 所   桑名市体育館

３．出場者合計   ５５２名

４．大会結果

Ａ級（４段以上、参加８３名）

１位 春野健太郎 東京大学かるた会

２位 山添百合 京都府かるた協会

３位 貝原啓介 京都府かるた協会

３位 小林篤典 奈良県かるた協会

４位 川島辰介 早稲田大学かるた会

４位 鶴谷翠 東京吉野会

４位 新川彰人 恵比寿有明会

４位 武居政敏 三重県かるた協会

Ｂ級（２段以上、参加１０１名）

１位 木村太亮 京都府かるた協会

２位 小林美保 目白かるた塾

３位 渥美優志 浜松北高さしも会 浜松北高校 2年

３位 原正 大津あきのた会

４位 浅野不二子 白妙会

４位 古川綾乃 三重県かるた協会

４位 西端葵 福井渚会

４位 望月香里 静岡東高百人一首部 静岡東高



2

Ｃ１級（初段以上、参加５９名）

１位 大倉和也 岐阜県かるた協会 大垣北高 1年

２位 古賀梨江 愛知県かるた協会

３位 伊藤志帆 慶應かるた会

３位 吉安拓也 大阪大学かるた会

４位 大友香奈 福井渚会 武生一中 2年

４位 海野笑加 静岡県かるた協会 静岡雙葉中 2年

４位 山中邦雄 岐阜県かるた協会

４位 佐藤美波 静岡東高百人一首部 静岡東高

Ｃ２級（初段以上、参加５９名）

１位 岡田惠子 福井渚会

２位 七条光年 東京大学かるた会

３位 北村日智香 大津あきのた会 月輪中 1年

３位 石部加奈子 大津あきのた会 膳所高校 1年

４位 中野裕介 早稲田大学かるた会

４位 梶山直子 大阪暁会

４位 稲熊穂乃里 愛知県かるた協会 愛知淑徳高 1年

４位 小栗加奈子 静岡東高百人一首部 静岡東高

Ｄ１級（無段、参加３６名）

１位 尾池樹杏 大津あきのた会 月輪中 1年

２位 鷲尾澪 静岡東高百人一首部 静岡東高

３位 大竹穂香 静岡東高百人一首部 静岡東高

３位 竹内真梨奈 浜松北高さしも会 浜松北高 2年

４位 竹村智花 静岡県かるた協会 浜松西高 1年

４位 塩谷あす華 愛知県かるた協会 滝中学 1年

４位 樋口ありさ 愛知県かるた協会 愛知淑徳中 3年

４位 青島百花 静岡県かるた協会 静岡雙葉中 1年

Ｄ２級（無段、参加３５名）

１位 山田里奈 岐阜県かるた協会  大垣北高 1年

２位 大上亮徳 京都府かるた協会 北稜高校 1年

３位 水谷友美 三重県かるた協会 桑名高校 1年

３位 櫻井祐輔 静岡東高百人一首部 静岡東高

４位 織田夏己 福井県かるた協会 美浜中 2年

４位 木村真子 西遠女子学園中学 3年

４位 松尾香菜美 静岡東高百人一首部 静岡東高

４位 木下彩穂 長野県かるた協会 飯田高校 1年
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Ｄ３級（無段、参加３２名）

１位 本間優羽 大津あきのた会 吹田第三中 1年

２位 吉田圭佑 三重県かるた協会 桑名高校 1年

３位 宮坂真衣 長野県かるた協会 下諏訪向陽高校 1年

３位 下平愛 長野県かるた協会 飯田高校 2年

４位 道家静奈 愛知県かるた協会

４位 堀田真由 岐阜県かるた協会  大垣北高 2年

４位 水元肇 三重県かるた協会

４位 鈴木翔子 西遠女子学園中学 3年

Ｄ４級（無段、参加３５名）

１位 池内奏音 大津あきのた会 膳所高校 1年

２位 鈴木美香 福井県かるた協会

３位 林真尋 石川県かるた協会 富樫小学校 4年

３位 青山遥野 浜松北高さしも会 浜松北高 1年

４位 東田茉莉瑛 三重県かるた協会 暁高校 2年

４位 高野緋沙 塩尻かるた会 芳川小学校４年

４位 花田結菜 岐阜県かるた協会  市岐商高 3年

４位 田中優妃 愛知県かるた協会 滝中学 2年

Ｄ５級（無段、参加３４名）

１位 関島帆奈美 飯田あすなろかるた会

２位 溝口碧 長野県かるた協会

３位 岩崎和樹 静岡東高百人一首部 静岡東高

３位 野呂菜々子 三重県かるた協会 桑名高校 1年

４位 北條孝祐 静岡東高百人一首部 静岡東高

４位 加藤彩季 神戸田子の浦会

４位 斎藤ありさ 愛知県かるた協会 愛知淑徳中 3年

４位 山之内美波 浜松北高さしも会 浜松北高 1年

Ｅ１‐１級（初心者（中学校以上、１９名）

１位 坂部紋香 皇學館大學競技かるた同好会

２位 能美侑芽 愛知県かるた協会 滝中学 1年

３位 石橋澪里 愛知県かるた協会 滝中学 1年

３位 牧野望 愛知県かるた協会 滝中学 1年

Ｅ１‐２級（初心者（中学校以上、２０名）

１位 水谷円香 三重県かるた協会 光風中 2年

２位 松井葉月 皇學館大學競技かるた同好会

３位 大池純夏 三重県かるた協会 内部中 2年

３位 山原瑠風 三重県 常磐中 1年



4

Ｅ２‐１級（初心者（小学校およびそれ以下）、１６名）

１位 伊谷紗弥 三重県 海蔵小 5年

２位 浅尾凜 三重県かるた協会 愛宕小 3年

３位 後藤友里 愛知県かるた協会 知立小 4年

３位 林彩乃 名古屋市 牧野小学校 4年

Ｅ２‐２級（初心者（小学校およびそれ以下）、１６名）

１位 戸谷安瑠斗 三重県かるた協会 壬生野小 6年

２位 柘植琴予 愛知県かるた協会 知立小 6年

３位 松山楓 愛知県かるた協会 川原小学校 6年

３位 藤本理紗子 三重県かるた協会 中瀬小 5年

もみじの部（５５歳以上、７名）

１位 岩名幸一 三重県かるた協会

２位 野上量子 大阪暁会

３位 平山槇子 奈良県かるた協会

３位 清水久行 三重県かるた協会

（以上）


