
第十回奥の細道むすびの地　全国競技かるた大垣大会

　大会報告書 岐阜県かるた協会

会 長 　川瀬　健男

このたび標記の大会を開催しましたところ、多数のご参加をいただき盛会のうちに

終了いたしました。関係者一同、厚く御礼申し上げます。

本大会の成績及び読手を下記の通り報告させていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

主催・主管 ： 岐阜県かるた協会、　　公認 ： (一社)全日本かるた協会

初　日　：　令和 ４年  ５月 ３日 【 Ｄ、Ｅ級 】 会場 ： 大垣市武道館

２日目　：　令和 ４年  ５月 ４日 【 Ｂ、Ｃ級 】 会場 ： 大垣市武道館

３日目　：　令和 ４年  ５月 ８日 【 Ａ 級 】 会場 ： 大垣市中川ふれあいセンター

Ａ級  ( 参加者数　５５ 名 ）

優勝 仙波　貴行 名古屋大学かるた会 ４位 山中　裕貴 慶應かるた会

２位 川瀬　将義 三島せせらぎ会 ４位 小畑　和貴 富山かたかご会

３位 山口　聖人 福井渚会 ４位 長井　美樹 大津あきのた会

３位 寺澤　莉子 信州かるた会 ４位 戎　千乃 山口かるた会

Ｂ級  ( 参加者数　８９ 名 ）

優勝 本島　貴男 信州かるた会 ３位 植村　涼寧 三重若菜会

優勝 藤原　笑 大津あきのた会 ３位 松本　隆太朗 名古屋大学かるた会

優勝 鹿野　こず枝 豊田かるた会 ３位 佐野　心姫 富士高百人一首部

２位 正木　真由子 三重若菜会 ３位 村越　祐衣 富士高百人一首部

２位 藤田　一真 浜松かるた会 ３位 石田　梨 石川かるた会

２位 村井　彩夏 三重若菜会 ３位 千田　由美子 福井渚会

Ｃ級  ( 参加者数　９９ 名 ）

優勝 髙井　陽奈 信州かるた会 ３位 忍久保　乃梓 石川かるた会

優勝 三田村　瑠琉 福井渚会 ３位 山田　航士朗 信州かるた会

優勝 澤村　花菜 浜松かるた会 ３位 小林　日菜多 静岡東高百人一首部

優勝 村上　匠 静岡大学かるた会 ３位 中川　智賀 名古屋大学かるた会

２位 清水　陽菜 福井渚会 ３位 梶川　りほ 福井渚会

２位 山内　真理子 静岡雙葉かるた会 ３位 伊藤　暖 石川かるた会

２位 宮澤　香帆 信州かるた会 ３位 黒野　真花 富士高百人一首部

２位 南部　優来 福井渚会 ３位 鈴木　彩花 静岡雙葉かるた会

Ｄ級  ( 参加者数　１５９ 名 ）

優勝 平田　千穂 沼東香陵会 ３位 藪下　和奏 浜松かるた会

優勝 谷  けやき 沼東香陵会 ３位 森島　萌絵 浜松かるた会

優勝 高村　百合子 沼東香陵会 ３位 加川　姫菜 浜松北高さしも会

記



優勝 高木　夢生 浜松かるた会 ３位 稲森　可恋 浜松北高さしも会

優勝 中山　壱生 浜松かるた会 ３位 佐野　由奈 富士高百人一首部

優勝 西岡　和奏 浜松かるた会 ３位 宮部　希優 名古屋かるた会

２位 橋本　茄奈 静岡大学かるた会 ３位 佐野　心菜 富士高百人一首部

２位 米岡　茉白 名古屋かるた会 ３位 清原　博美 名古屋大学かるた会

２位 佐藤　優衣 富士高百人一首部 ３位 武藤　仁実 名古屋かるた会

２位 落合　祐衣 岐阜かるた会 ３位 藤田　萌恵子 浜松かるた会

２位 鏡味　湧哉 名古屋大学かるた会 ３位 鈴木　彩菜 浜松北高さしも会

２位 榎本　凪紗 浜松北高さしも会 ３位 石上　愛理 静岡東高百人一首部

Ｅ級  ( 参加者数　１１６ 名 ）

優勝 宮田　琴音 ちたかるた会 ３位 森山　あすか 岐阜かるた会

優勝 木村　愛実 名古屋かるた会 ３位 鈴木　美織 沼東香陵会

優勝 諌山　珠乃 名古屋かるた会 ３位 田呂丸　颯音 静岡雙葉かるた会

優勝 土屋　紫 名古屋かるた会 ３位 野口　愛加 名古屋かるた会

優勝 原塚　祐乃葉 名古屋かるた会 ３位 原田　聖未 豊田かるた会

優勝 渡邉　智莉子 名古屋かるた会 ３位 石川　岳治 名古屋かるた会

優勝 鈴木　麻文 豊田かるた会 ３位 今井　陸人 岐阜かるた会

優勝 中川　華恵 三重若菜会 ３位 松本　麻那 名古屋かるた会

２位 乾  梨花 名古屋かるた会 ３位 坪井　愛依 岐阜かるた会

２位 谷田　璃音 豊田かるた会 ３位 相川　優羽 名古屋かるた会

２位 髙木　風花 岐阜かるた会 ３位 春田　彩瑛 三重若菜会

２位 三輪　朋佳 岐阜かるた会 ３位 宮下　詩菜 名古屋かるた会

２位 田村　明久 豊田かるた会 ３位 岡本　晴実 名古屋かるた会

２位 葛口　真愛 岐阜かるた会 ３位 河田　麻里 岐阜かるた会

２位 森  柚葵 名古屋かるた会 ３位 前川　璃子 岐阜かるた会

２位 高橋　茉愛 豊田かるた会 ３位 小林　美結 岐阜かるた会

読手

Ｄ、Ｅ級 １回戦： 玉腰　美香Ａ級公認読手（豊田かるた会）

２回戦： 仲松　幸代Ａ級公認読手（岐阜かるた会）

３回戦： 細野　あずさＢ級公認読手（岐阜かるた会）

４回戦： 玉腰　美香Ａ級公認読手

５回戦： 細野　あずさＢ級公認読手

Ｂ、Ｃ級 １回戦： 太田　信乃Ａ級公認読手（三重若菜会）

２回戦： 仲松　幸代Ａ級公認読手

３回戦： 細野　あずさＢ級公認読手

４回戦： 太田　信乃Ａ級公認読手

５回戦： 細野　あずさＢ級公認読手

Ａ級 １回戦： 仲松　幸代Ａ級公認読手

２回戦： 玉腰　美香Ａ級公認読手

３回戦： 岡田　文子Ａ級公認読手（豊田かるた会）

４回戦： 玉腰　美香Ａ級公認読手

５回戦： 岡田　文子Ａ級公認読手

以　上


