
B 級 C1 級
優勝 吉安 拓也 大阪大学かるた会 優勝 鈴鹿 みなみ 神戸田子の浦会
2位 奥西 敦也 大阪大学かるた会 2位 川北 菜緒 東京大学かるた会
3位 河内 沙理菜 奈良県かるた協会 3位 松本 佳子 京都小倉かるた会
3位 黒須 玲 奈良県かるた協会 3位 戸和 杏菜 和歌山県かるた協会
4位 正野 弥生 東大阪かるた会 4位 仮元 紅葉 和歌山県かるた協会
4位 勝野 陽太郎 岐阜県かるた協会 4位 森田 真由子 大阪なにはえ会
4位 木村 光祐 大津あきのた会 4位 五條 愛 石川県かるた協会
4位 竹部 真希 神戸大学かるた会 4位 北村 容子 三重県かるた協会

C2 級 C3 級
優勝 上山 倖穂 奈良県かるた協会 優勝 吉川 寛樹 大阪大学かるた会
2位 清水 美綺乃 大津あきのた会 2位 安居 秀也 大津あきのた会
3位 音部 倖羽 大津あきのた会 3位 阿部 碧 徳島県かるた協会
3位 小澤 佳乃 大阪暁会 3位 黒坂 多紀 京都小倉かるた会
4位 宇野 菜月 大津あきのた会 4位 渡辺 佳世 京都小倉かるた会
4位 岡本 仁志 奈良県かるた協会 4位 長谷川 綾 神戸田子の浦会
4位 辻部 壮真 京都大学かるた会 4位 藤原 伶衣菜 京都小倉かるた会
4位 木村 彰吾 奈良県かるた協会 4位 中山 由記子 島根県かるた協会

D1 級 D2 級
優勝 姜 寿郷 大阪なにはえ会 優勝 後呂 勇貴 大阪暁会
2位 水野 那々衣 大阪なにはえ会 2位 前多 明日美 大阪暁会
3位 森 文乃 大津あきのた会 3位 林 菫 三重県かるた協会
3位 青石 奈那香 神戸田子の浦会 3位 黒子 真南 神戸田子の浦会
4位 福島 真意 京都小倉かるた会 4位 本多 諒子 愛知県かるた協会
4位 明石 直樹 神戸大学かるた会 4位 松永 茉弓 三重県かるた協会
4位 馬場 達也 奈良県かるた協会 4位 細井 愛瀬 奈良県かるた協会
4位 松村 奈緒 京都小倉かるた会 4位 曽谷 千歳 大阪暁会

D3 級 D4 級
優勝 小屋 香菜子 奈良県かるた協会 優勝 辰巳 尚徳 奈良県かるた協会
2位 安井 里織 奈良県かるた協会 2位 柏谷 安規子 大阪暁会
3位 藤本 蒼依 福井渚会 3位 熊田原 麻央 大阪暁会
3位 高瀬 智子 京都小倉かるた会 3位 和泉谷 優海 京都小倉かるた会
4位 品川 彩瀬 大阪暁会 4位 田中 花恵 大阪なにはえ会
4位 宮崎 辰哉 大阪暁会 4位 大橋 朗花 岐阜県かるた協会
4位 堀 悠子 京都小倉かるた会 4位 関川 ゆずり 大津あきのた会
4位 森裏 友里 神戸田子の浦会 4位 森上 唯菜 大阪なにはえ会

E級一般（29名）（29 名） E級ねんりん（10名）
優勝 笹谷 明日香 京都女子大学 優勝 船山 史 堺多羅葉会
2位 榊原 梨々花 愛知県かるた協会 2位 松田 かえ 奈良県かるた協会
3位 八重垣 真由 愛知県かるた協会 3位 岩名 幸一 三重県かるた協会
3位 中井 俊太 神戸田子の浦会 3位 水谷 章 三重県かるた協会

E級小６,５年生（27名） E級小４,３年生（17名）
優勝 藤本 みのり 京都小倉会 優勝 山田 ひかり 大津あきのた会
2位 近藤 志麻 ひかり子供会 2位 赤平 悠梨子 大津あきのた会
3位 藤田 梨央 大阪暁会 3位 磯部 亜住 神戸田子の浦会
3位 佐竹 紀良良 京都小倉かるた会 3位 谷川原 采音 三重県かるた協会

『第25回全国競技かるた奈良大会』 結果報告

開 催 日 2016年2月21日
公 認 一般社団法人全日本かるた協会
主 催 奈良県かるた協会

（38 名） （36 名）

記

（116 名） （41 名）

（42 名） （44 名）

（41 名） （39 名）

 上記の大会を開催致しましたところ、お忙しい中にもかかわりませず遠路各地より多数のご参加を頂
き盛会裡に終了できましたのも偏に各位のご支援の賜と会員一同厚く御礼申し上げます。 
 尚本大会に際しまして各位より過分なるご厚志を賜りました事を重ねて厚く御礼申し上げます。大会
運営上不行き届きの所多々有りました事を深くお詫び致しますと共に今後共ご指導ご鞭撻の程宜しくお
願い致します。 

 



E級小２以下（13名）
優勝 北野 茉莉花 奈良県かるた協会
2位 井関 和心 大津あきのた会
3位 瀬島 千晶 奈良県かるた協会
3位 森 若菜 奈良県かるた協会

以上 493 名


