
第15回全国かるた競技兵庫大会  結果報告 開催日:平成30年4月30日.兵庫県立武道館　P-1  

Ａ級 優勝 山添　百合 京都小倉かるた会 Ｂ1級 優勝 戸田　祥平 大阪大学かるた会
 84名 準優勝 岸田　諭 篠山かるた協会  63名 準優勝 朝日　雄大 暁星かるた会

3位 並河　辰樹 島根県かるた協会 3位 尾田　綾人 京都大学かるた会
3位 鈴木　大将 福井渚会 3位 西本　鉱太 京都小倉かるた会
4位 平川　彩波 大津あきのた会 4位 岩本　実久 神戸大学かるた会
4位 川島　辰介 早稲田大学かるた会 4位 中野　一貴 篠山かるた協会
4位 川上　大介 大阪暁会 4位 中城　唯稀 京都小倉かるた会
4位 倉谷　彩華 奈良県かるた協会 4位 谷田　悠奈 篠山かるた協会

Ｂ2級 優勝 今若　珠月 島根県かるた協会 Ｂ3級 優勝 妹尾　航 岡山県かるた協会
 60名 準優勝 上谷　彩葉 和歌山県かるた協会  61名 準優勝 中原　宙 神戸田子の浦会

3位 細見　奏葉 京都小倉かるた会 3位 大林　夕華 大阪なにはえ会
3位 島田　祐祈 大阪暁会 3位 佐藤　俊一 京都小倉かるた会
4位 松尾　将矢 大阪大学かるた会 4位 小畑 賢太郎 京都大学かるた会
4位 福澤　桃香 京都大学かるた会 4位 出口 貴久美 大阪暁会
4位 渡辺　万喜 奈良県かるた協会 4位 大年　貴志 杉並かるた会
4位 田中　宗磨 大阪なにはえ会 4位 井上　雄貴 大津あきのた会

Ｃ1級 優勝 中野　蒼彩 大阪暁会 Ｃ2級 優勝 服部 くるみ 奈良県かるた協会
 54名 準優勝 春本　綾菜 東大阪かるた会  52名 準優勝 大島　侑華 徳島県かるた協会

3位 高橋 寧々湖 大阪なにはえ会 3位 松村　日向 京都小倉かるた会
3位 松村　彩葉 須磨千鳥かるた会 3位 吉田　傑 京都小倉かるた会

Ｃ3級 優勝 小林　稜 京都小倉かるた会 Ｃ4級 優勝 乾　佑真 京都小倉かるた会
 54名 準優勝 吉田　仰 大阪なにはえ会  49名 準優勝 堺　想子 大阪なにはえ会

3位 下田　祐香 奈良県かるた協会 3位 岡澤　健太 篠山かるた協会
3位 小林　晴弥 京都大学かるた会 3位 山口　珠央 大阪大学かるた会

Ｄ1級 優勝 武田　智華 京都小倉かるた会 Ｄ2級 優勝 山口　晶 奈良県かるた協会
 46名 準優勝 木下　莉彩 大阪なにはえ会  46名 準優勝 日比　紫乃 神戸田子の浦会

3位 柴﨑　紗帆 大津あきのた会 3位 谷居　楓華 徳島県かるた協会
3位 檜垣　世璃 京都小倉かるた会 3位 小河原 千智 岡山県かるた協会

Ｄ3級 優勝 北川　歌恋 神戸田子の浦会 Ｄ4級 優勝 田中　康誠 奈良県かるた協会
 45名 準優勝 大倉　功士 奈良県かるた協会 44名 準優勝 松下　侑莉 明石高校かるた部

3位 吉村 安香里 京都小倉かるた会 3位 上野　紗季 桃山学院高かるた部
3位 上山　美遊 神戸田子の浦会 3位 成田　顕慈 龍谷大学

Ｄ5級 優勝 河﨑　隆佑 神戸田子の浦会 Ｄ6級 優勝 松下　詩歩 奈良県かるた協会
43名 準優勝 白子 明日美 神戸田子の浦会 43名 準優勝 青木　歩美 京都小倉かるた会

3位 竹村　咲希 大阪なにはえ会 3位 行広　咲弥 広島県高校かるた連盟
3位 宮脇　菜摘 愛媛県かるた協会 3位 宮本　理央 徳島県かるた協会

Ｄ7級 優勝 吉田　真脩 京都小倉かるた会 Ｅ1級 優勝 岡田　史 大阪なにはえ会
44名 準優勝 野々部 多英 大阪府立北野高校 (中3年 準優勝 川上　莉菜 大阪なにはえ会

3位 松友　佑介 愛媛県かるた協会  以上) 3位 松戸 智佳子 大阪なにはえ会
3位 下　果苗 岡山県かるた協会 30名 3位 北原 理咲子 大阪なにはえ会

Ｅ2級 優勝 能登 明日菜 京都小倉かるた会 Ｅ4級 優勝 白野　彩和 福井県かるた協会
(中2年) 準優勝 宮本　咲希 京都小倉かるた会 (小4年) 準優勝 帰山　和敏 福井県かるた協会
32名 3位 宮本 真理菜 大津あきのた会 18名 3位 森　若菜 奈良県かるた協会

3位 坪田　美由 須磨千鳥かるた会 3位 寺田　遥乃 宝箱かるた部

Ｅ3級 優勝 古田　莉沙 香川玉藻かるた会 Ｅ5級 優勝 松下　雅 京都小倉かるた会
(中1～ 優勝 吉村　柚風 京都小倉かるた会 (小3年 準優勝 杉谷 優里瑛 福井県かるた協会
小5年) 準優勝 田中　紫文 京都小倉かるた会 以下) 3位 平尾　久実 大津あきのた会
58名 準優勝 清水　煋月 香川県かるた協会 18名 3位 大平　友尋 大津あきのた会

3位 森川　京香 神戸田子の浦会
3位 黒島　美咲 吹田わびぬればかるた会 　◎ 以上各級合計、Ａ級84名、B級184名、C級209名、
3位 植田　桜羽 大阪なにはえ会      D級311名、 E級156名
3位 山内　優華 大阪なにはえ会 兵庫県かるた協会 会長 苔口 全

　


