
篠山かるた協会
会長　水井　廉雄

謹啓
　梅雨の候、皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
このたび、当会の創立55周年を記念して第7回全国競技かるた丹波篠山大会を開催いたしま
したところ、一般社団法人全日本かるた協会鶴谷副会長をはじめ多くの役員の皆様ご臨席の
もと、遠路各地より567名の選手にご参加いただき、成功裡に終了することができました。
　何分5年に一度の記念開催で万事不慣れなため、参加者、関係者の皆様にはご迷惑をおか
けしましたがご容赦くださいませ。
　また、本大会の開催にあたりまして、皆様には絶大なご協力を賜りありがとうございました。
略儀ながらご報告方々厚く御礼申し上げます。
　参加者は567名、大会の成績は下記の通りです。

開催日平成28年6月19日（C、D、E級は18日開催）
主　催 篠山かるた協会

A級 参加人数76名
優勝 荒川 裕理 京都小倉かるた会
準優勝 馬場 明日香 神戸田子の浦会
第3位 馬場 啓 神戸田子の浦会
第3位 並河 辰樹 島根県かるた協会
第4位 嵯峨 直樹 神戸大学かるた会
第4位 一瀬 桃子 福井渚会
第4位 川上 大介    大阪暁会
第4位 本多 恭子 大津あきのた会

Ｂ1級 参加人数63名
優勝 吉永 彩夏 京都大学かるた会
準優勝 木村 光祐 大津あきのた会
第3位 奥山 恵美子 福井渚会
第3位 植田 美咲 東大阪かるた会
第4位 藤川 真成 京都小倉かるた会
第4位 薮田 真由子 京都小倉かるた会
第4位 藤間 華子 日本女子大学かるた会
第4位 長崎 由莉 石川県かるた協会

Ｂ2級 参加人数64名
優勝 正野 弥生 東大阪かるた会
準優勝 黒須 玲 奈良県かるた協会
第3位 中山 悠 京都小倉かるた会
第3位 正野 聡美 東大阪かるた会
第4位 荒川 捺貴 大阪大学かるた会
第4位 伊奈 諒太 大阪大学かるた会
第4位 中野 遥奈 徳島県かるた協会
第4位 林 尚輝 京都小倉かるた会
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Ｃ1級 参加人数54名
優勝 山本 奈奈 日野三笠会
準優勝 藤本 蒼依 福井渚会
第3位 尾渡 右京 京都小倉かるた会
第3位 萩原 裕規 京都小倉かるた会
第4位 白川 裕大 京都小倉かるた会
第4位 高木 秋穂 大津あきのた会
第4位 小泉 明望 大阪大学かるた会
第4位 江上 奈緒 福井渚会

Ｃ２級 参加人数51名
優勝 藤本 聡子 岡山県かるた協会
準優勝 田渕 菜実子 大阪大学かるた会
第3位 西尾 蒔紀 慶應かるた会
第3位 田村 美歩 神戸大学かるた会
第4位 鬼木 大地 大津あきのた会
第4位 出口 貴久美 大阪暁会
第4位 水口 真里 大津あきのた会
第4位 梶山 直子 大阪暁会

Ｄ１級 参加人数45名
優勝 山本 愛依 篠山かるた協会
準優勝 丸山 悠斗 北野高校競技かるた部
第3位 小田桐 春佳 大阪なにはえ会
第3位 中西 理紗 徳島県かるた協会

Ｄ２級 参加人数44名
優勝 品川 彩瀬 大阪暁会
準優勝 黒崎 健太 京都大学かるた会
第3位 仁賀井 球人 京都大学かるた会
第3位 田中 花恵 大阪なにはえ会

Ｄ３級 参加人数43名
優勝 宮下 航生洋 神戸田子の浦会
準優勝 林 かなで 大津あきのた会
第3位 梅原 地洋 大阪暁会
第3位 江川 莉央 東大阪かるた会

E１級　高校生以上 参加人数41名
優勝 尾崎 めぐみ 吹田わびぬればかるた会
準優勝 岩下 真子 大阪暁会
第3位 杉谷 真奈 神戸女学院高等学部
第3位 吉田 傑 京都小倉かるた会

E2級①　小学5年以上 参加人数21名
優勝 佐藤 未空 神戸田子の浦会
準優勝 田畑 有理 和歌山県かるた協会
E2級①　小学5年以上 参加人数21名
優勝 佐竹 紀桜妃 京都小倉かるた会
準優勝 丸山 夏奈 大阪なにはえ会
※競技運営上E2級は①②に分割した（ただし入賞者総数は上位４人）。

E3級　小学4年以下 参加人数44名
優勝 磯部 明里 神戸田子の浦会
準優勝 磯部 亜住 神戸田子の浦会
第3位 不動 遙香 神戸田子の浦会
第3位 荒川 直大 奈良県かるた協会



読　手 6月19日 第１会場第１回戦 Ｂ級１回戦 室垣
第１会場第２回戦 Ｂ級２回戦 竹見
第１会場第３回戦 Ｂ級３回戦 室垣
第２会場第１回戦 Ａ級１回戦 塚口
第２会場第２回戦 Ａ級２回戦 中野
第２会場第３回戦 Ａ級３回戦 塚口
第２会場第４回戦 Ａ級４回戦 中野
第２会場第５回戦 Ａ級５回戦/Ｂ級４回戦 塚口
第２会場第６回戦 Ａ級６回戦/Ｂ級５回戦 中野
第２会場第７回戦 Ａ級７回戦/Ｂ級６回戦 塚口

6月18日 第１会場第１回戦 Ｃ級Ｄ級１回戦 塚口
第１会場第２回戦 Ｃ級Ｄ級２回戦 中野
第１会場第３回戦 Ｃ級Ｄ級３回戦 井上
第１会場第４回戦 Ｃ級Ｄ級４回戦 竹見
第１会場第５回戦 Ｃ級Ｄ級５回戦 井上
第１会場第６回戦 Ｃ級Ｄ級６回戦 竹見
第２会場第１回戦 Ｅ級１回戦 室垣
第２会場第２回戦 Ｅ級２回戦 島津
第２会場第３回戦 Ｅ級３回戦 森
第２会場第４回戦 Ｅ級４回戦 苔口
第２会場第５回戦 Ｅ級５回戦 森
第２会場第６回戦 Ｅ級６回戦 西山


