
第４７回全国小・中学生競技かるた選手権大会結果

1 開催日
平成２９年３月２６日（日）
2 開催場所
大津市　滋賀県立武道館
3 各部参加者数及び入賞者

中学３年生の部：３３名
優勝 自見　壮二朗 福岡県 古賀市立古賀中
準優勝 藤井　俊輔 岡山県 岡山中
３位 宮内　初華 群馬県 群馬県立中央中等教育学校
〃 並河　辰樹 島根県 益田市立横田中
４位 山川　穂波 大阪府 茨木市立東中
〃 千田　紗菜 福井県 若狭町立三方中
〃 西牧　美渚 福島県 須賀川市立第三中
〃 齋藤　里音 群馬県 太田市立尾島中

中学２年生の部：５２人
優勝 山西　ひかり 東京都 小平市立小平第五中

準優勝 岩田　風澄 東京都 立川市立立川第一中

３位 山田　けい 奈良県 斑鳩町立斑鳩中

〃 石黒　智美 東京都 東京学芸大附属竹早中

４位 上田　美結 奈良県 奈良市立飛鳥中

〃 三田村　璃莉 福井県 越前市立武生第二中

〃 近藤　真菜 大阪府 東大阪市立花園中

〃 島田　蒼士 福井県 鯖江市立鯖江中

中学１年生の部：６９人
優勝 南部　優来 福井県 福井市立明倫中
準優勝 村上　世里香 福井県 坂井市立春江中
３位 辻本　藍菜 兵庫県 太子町立太子東中
〃 山口　菜美子 群馬県 藤岡市立小野中
４位 藤井　康平 奈良県 東大寺学園中
〃 林　真尋 石川県 石川県立金沢錦丘中
〃 丹羽　晴海 滋賀県 滋賀大教育学部附属中
〃 音部　倖羽 滋賀県 大津市立唐橋中

小学６年生の部：８４人
優勝 寺澤　莉子 福井県 坂井市立
三国北小

準優勝 多賀井つぐみ 大阪府 岬町立
淡輪小

３位 美濃島　由智 神奈川県開成町立
開成南小

〃 千田　椎菜 福井県 若狭町立
三方小

４位 吉田　茉央 埼玉県 戸田市立
戸田南小

〃 下田　青葉 福岡県 久留米市立
大橋小

〃 江副　葵 大阪府 枚方市立
五常小

〃 小川　理緒 栃木県 宇都宮市立
横川東小

小学５年生の部：６３人
優勝 森　唯菜 奈良県 奈良市立
鶴舞小
準優勝 高木　秋穂 滋賀県 大津市立
比叡平小
３位 藤本　蒼依 福井県 若狭町立
明倫小
〃 大下　莉奈 東京都 雙葉小
４位 福田　真咲 福井県 坂井市立
春江西小
〃 千田　さゆり 福井県 鯖江市立
立待小
〃 土生　詩織 福井県 坂井市立
高椋小
〃 橋本　在 福井県 敦賀市立
粟野南小



小学４年生の部：６５人
優勝 笈田　穂花 福井県 坂井市立
大石小
準優勝 田中　初愛 福井県 越前市立
武生南小
３位 阪野　真奈美 埼玉県 戸田市立
戸田南小
〃 水口　奈美 滋賀県 大津市立
下阪本小
４位 末次　叶英 山口県 宇部市立
新川小
〃 高島　冴月 佐賀県 佐賀市立
神野小
〃 磯部　明里 兵庫県 神戸市立
乙木小
〃 小林　周平 福井県 若狭町立
鳥羽小

小学３年生の部：５７人
優勝 濱川　葵葉 福岡県 柳川市立
柳河小

準優勝 鹿野　こず枝 愛知県 東海市立
緑陽小

３位 小林　未空 長野県 佐久市立
佐久平浅間小

〃 中島　奏 富山県 高岡市立
牧野小

４位 佐藤　希 京都府 京都市立
川岡小

〃 砂田　真采 石川県 金沢市立
長坂台小

〃 忍久保　乃梓 石川県 白山市立
美川小

〃 自見　千夏 福岡県 古賀市立
花鶴小

小学２年生以下の部：４０人
優勝 菊地　志歩 群馬県 前橋市立
荒牧小
準優勝 吉田　真脩 京都府 京都市立
七条第三小
３位 末永　歩 大阪府 大阪市立
関目東小
〃 高洲　千菜 長野県 佐久市立
田口小
４位 稲木　幸恵 福井県 福井市立
春山小
〃 松嶋　花 群馬県 高崎市立
長野小
〃 竹内　心美 香川県 香川大学
附属高松小
〃 白野　彩和 福井県 勝山市立
成器西小


