
第４０回 全国競技かるた宗像大社大会 報告 

主催 宗像大社  

                              九州かるた協会 

公認 一般社団法人 

全日本かるた協会 

 

  上記の大会を開催致しましたところ、遠路各地より、多数の参加を頂き、盛会裡に終了

する事が出来ました事は、各位様のご支援の賜と関係者一同厚く御礼申し上げます。 

  大会運営上、不行き届きの点が多々ありました事を深くお詫び致しますと共に、今後共

ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  なお末筆ながら、本大会に際し、各位様より、過分なるご厚志を戴きました事を重ねて

厚く御礼申し上げます。 

 

  日 時     平成 ２８年 ６月 １８日 ＆ １９日 ＆ ２６日 

  場 所     宗像大社（福岡県 宗像市 田島） 

  総 員     ５７６人 

 

Ａ級・出場者５６人 

優勝 鶴田 紗恵 （九州かるた協会） 

２位 坪井 寛行 （東京大学かるた会） 

３位 石谷  あさひ（法政大学かるた会） 

３位 自見  壮二朗（九州かるた協会） 

４位 西  紀之 （東京大学かるた会） 

４位 内川 信幸 （九州かるた協会） 

４位 瀬川 堅心 （東京大学かるた会） 

４位 宮﨑 敬子 （熊本県かるた協会） 

 

Ｂ級・出場者８５人 

優勝 

野口 菜々 （熊本県かるた協会） 

三笘 知紘 （大分県かるた協会） 

２位 

渡辺 万喜 （九州かるた協会） 

豊永 若菜 （九州かるた協会） 

３位 

石田 直也 （九州かるた協会） 

工藤 考貴 （神奈川県高文連） 

清田 莉子 （九州かるた協会） 

佐野 華乃香（大分県かるた協会） 



Ｃ級・出場者１１３人 

優勝 

辻 優美花 （九州かるた協会） 

升永 有香 （九州かるた協会） 

２位 

今井  颯 （九州かるた協会） 

亀井 暁孝 （九州かるた協会） 

３位 

大城 万葉 （九州かるた協会） 

村岡 むつみ（大分県かるた協会） 

木下 滉晴 （九州かるた協会） 

石和田 真希（九州かるた協会） 

 

Ｄ級・出場者１６２人 

優勝 

高島 冴月 （佐賀かるた会・佐賀県） 

片山 飛鳥 （長崎海星高校・長崎県） 

佐伯 実杜 （佐賀かるた会・佐賀県） 

福島 幸奈 （行橋かるた会・福岡県） 

松本 好海 （五島高校・長崎県） 

岡田 梨那 （熊本西高校・熊本県） 

２位 

釘宮 祐佳 （大分県かるた協会） 

藤瀬 芽以 （鶴丸高校・鹿児島県かるた協会） 

相良 洸希 （広島大学・広島県かるた協会） 

前原 明香 （鹿児島県かるた協会） 

村本 優紀 （熊本西高校・熊本県） 

前田 茉利佳（鹿児島県かるた協会） 

３位 

大塚  愁 （鹿本高校・熊本県） 

橋口 叔亜 （鹿児島県かるた協会） 

山口 理緒 （筑紫女学園高校・福岡県） 

坂谷 琳蘭 （長崎海星高校・長崎県） 

馬場﨑 洋海（香椎高校・福岡県） 

村上 麻依 （山口県かるた協会） 

長田 あさひ（佐賀かるた会・佐賀県） 

直田 和紗 （桐光学園高校・神奈川県） 

島本 大輝 （大分県かるた協会） 

安田 綾奈 （五島高校・長崎県） 

山本 哲平 （九州大学・福岡県） 

岡澤 祐樹 （熊本大学・熊本県） 

 

 



Ｅ級一般（中学生以上）・出場者９８人 

優勝 

松野 ゆい （長崎かるた会・長崎県） 

大江 海咲 （はかたもみぢ会・福岡県） 

小川 優吾 （宇美かるた会・福岡県） 

松山 一花 （須恵茜会・福岡県） 

２位 

佐藤 貴子 （久留米大学附設高校・福岡県） 

南  京佑 （鹿児島県かるた協会） 

名和田 朱里（山口県かるた協会） 

山下 倫佳 （桜空かるた会・長崎県） 

３位 

今里 乃華 （宇美かるた会・福岡県） 

北村 彩華 （佐賀かるた会・佐賀県） 

梅田 響貴 （熊本県かるた協会） 

小川 愛未 （熊本県かるた協会） 

白井 陽菜 （長崎かるた会・長崎県） 

吉良 友里 （福岡第一高校・福岡県） 

津村 姫香 （朝倉あきのた会・福岡県） 

玉田 詩織 （三池よきもの会・福岡県） 

 

Ｅ級小学生・出場者５２人 

優勝 

小谷 加恋 （須恵茜会・福岡県） 

宮副 叶和子（はかたもみぢ会・福岡県） 

２位 

宮原 那奈 （佐賀かるた会・佐賀県） 

堀添 謡る美（鹿児島県かるた協会） 

３位 

古賀 かなり（大分県かるた協会） 

柏村 あやめ（宇美かるた会・福岡県） 

坂本 莉音 （宇美かるた会・福岡県） 

辻  日向 （若葉会・福岡県） 

 

シニアの部・出場者１０人 

優勝 山田 潤次 （美山会・佐賀県） 

２位 藤木 美千子（行橋かるた会・福岡県） 

３位 中島 洋子 （天津風会・福岡県） 

３位 古賀 昌子 （天津風会・福岡県） 

 

 

 

 



読手報告 

Ａ級（２６日） 

 京谷 千恵子（Ａ級公認） 

 松岡 里紗 （Ａ級公認） 

 村上 愛美 （Ａ級公認） 

 竹井 雅幸 （Ａ級公認） 

 

Ｂ級（２６日） 

 京谷 千恵子（Ａ級公認） 

 矢山 夕起子（Ａ級公認） 

 勝美 美由紀（Ｂ級公認） 

 

Ｃ級・Ｅ級（１９日） 

 京谷 千恵子（Ａ級公認） 

 矢山 夕起子（Ａ級公認） 

 松岡 里紗 （Ａ級公認） 

 村上 愛美 （Ａ級公認） 

竹井 雅幸 （Ａ級公認） 

世利 夏代 （Ｂ級公認） 

 勝美 美由紀（Ｂ級公認） 

 三木 由希人（Ｂ級公認） 

 中村 天海 （Ｂ級公認） 

 

Ｄ級（１８日） 

 京谷 千恵子（Ａ級公認） 

 矢山 夕起子（Ａ級公認） 

 松岡 里紗 （Ａ級公認） 

 村上 愛美 （Ａ級公認） 

世利 夏代 （Ｂ級公認） 

 勝美 美由紀（Ｂ級公認） 

 三木 由希人（Ｂ級公認） 

 中村 天海 （Ｂ級公認） 


