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一般社団法人全日本かるた協会

京都府かるた協会
会長　山本　純子

　　　第74回全国競技かるた京都大会（C,D,E級）結果について
　標記大会を開催いたしましたところ、多数ご参加いただき無事に終えることができました。
　皆様に感謝申し上げますとともに、下記のとおり大会結果を報告いたします。

記

１．開催日 令和四年12月10日(土)
　D１・D２・E１・E２・E３・E４・E５・E６・E７・E８・E９・E１０級
令和四12月11日(日)
　C１・C２・D３・D４・D５・D６・D７級

２．開催場所 青少年文化研修道場（京都府宇治市五ケ庄三番割３５）
３．参加者 C１級54名、C２級50名、D１級26名、D２級30名、D３級24名、D４級25名、

D５級27名、D６級25名、D７級23名、E１級30名、E２級28名、E３級31名、
E４級29名、E５級31名、E６級30名、E７級29名、E８級30名、E９級31名、
E１０級30名

４．入賞者等

＜入賞者一覧＞
C１級 優勝 松井　友紀 京都小倉かるた会 ＜読手一覧＞

準優勝 西村　月花 大津あきのた会

（参加者54名） ３位 有田　彩乃 大津あきのた会 Ａ級公認読手 山本 純子
３位 岸田　奈侑 神戸大学かるた会 Ａ級公認読手 鎰谷 節

C２級 優勝 上野　一花 大津あきのた会 Ｂ級公認読手 山添 百合
準優勝 久保田　百香 大津あきのた会 Ｂ級公認読手 佐藤 俊一

（参加者50名） ３位 溝部　咲希 京都大学かるた会 Ｂ級公認読手 青木 歩美
３位 岡野　理恵 須磨千鳥かるた会

D１級 優勝 笹部　柚月 須磨千鳥かるた会 10日(土)
準優勝 入羽　啓 大津あきのた会 第1試合 鎰谷 節

（参加者26名） ３位 中島　優希 京都小倉かるた会 第2試合 佐藤 俊一
３位 磯野　陽菜 京都小倉かるた会 第3試合 鎰谷 節

D２級 優勝 小寺　健介 京都小倉かるた会 第4試合 山本 純子
準優勝 岡部　蓮乃 大阪なにはえ会 第5試合 佐藤 俊一

（参加者30名） ３位 朝田　優里菜 奈良かるた会 第6試合 青木 歩美
３位 長谷川　優 京都小倉かるた会

D３級 優勝 内糸　葵 大津あきのた会 11日(日)
準優勝 宮本　かぐら 大津あきのた会 第1試合 山添 百合

（参加者24名） ３位 金森 こと葉 和歌山かるた会 第2試合 鎰谷 節
３位 岡田 知花 大阪大学かるた会 第3試合 佐藤 俊一

D４級 優勝 石村　茉倫 須磨千鳥かるた会 第4試合 山添 百合
準優勝 大野　和 奈良かるた会 第5試合 山本 純子

（参加者25名） ３位 吹田　幸穂 神戸田子の浦会 第6試合 佐藤 俊一
３位 朝井 誉 和歌山かるた会

D５級 優勝 前田　葵 大津あきのた会

準優勝 横川　天音 大津あきのた会

（参加者27名） ３位 髙山 小都 和歌山かるた会

３位 中坪　心結希 神戸田子の浦会

D６級 優勝 大橋　茅葉 大津あきのた会

準優勝 岩本　碧依 京都小倉かるた会

（参加者25名） ３位 渡邉　智哉 神戸大学かるた会

３位 竹内　あい 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校

D７級 優勝 山田　唯華 福井渚会

準優勝 武田　帆夏 大阪府立桜和高等学校

（参加者23名） ３位 上田　幸太郎 大津あきのた会

３位 山岡　由樹 大津あきのた会



E１級 優勝 大西　千賀 大阪府立茨木高校

準優勝 天野　晴朝 京都小倉かるた会

（参加者30名） ３位 武内 瑞季 和歌山かるた会

３位 久保田　力樹 開明中学校・高等学校

E２級 優勝 妹尾　咲希 大阪暁会

準優勝 中島　理沙 大津あきのた会

（参加者28名） ３位 越前　美桜 大津あきのた会

３位 立野　愛奈 須磨千鳥かるた会

E３級 優勝 下村　 萌歌 大阪大学かるた会

準優勝 小原　奈々 奈良かるた会

（参加者31名） ３位 吉野　カエラ 神戸田子の浦会

３位 熊谷　茉耶 福井渚会

E４級 優勝 福島　杏果 和歌山かるた会

準優勝 岡田　愛子 京都小倉かるた会

（参加者29名） ３位 山下　和奏 福井渚会

３位 岡田　麻奈 堺多羅葉会

E５級 優勝 立野　由夏 大阪府立大手前高等学校

準優勝 遠藤　優理子 大津あきのた会

（参加者31名） ３位 井上　颯 大阪なにはえ会

３位 則定　里菜 東大阪かるた会

E６級 優勝 川合　秀摩 大津あきのた会

準優勝 和倉　菜桜 京都小倉かるた会

（参加者30名） ３位 矢野　和弥 大阪なにはえ会

３位 堀内　結衣名 大阪府立天王寺高校

E７級 優勝 桑原　健 京都大学かるた会

準優勝 広井　琉惺 大津あきのた会

（参加者29名） ３位 森脇　七海 京都小倉かるた会

３位 猪嶌　大晟 関西大学

E８級 優勝 西垣　怜 京都小倉かるた会

準優勝 井上　令子 京都大学かるた会

（参加者30名） ３位 志賀　優斗 大阪府立生野高等学校

３位 勝野　瑞紀 京都小倉かるた会

E９級 優勝 堀江　優芽 大阪府立生野高等学校

準優勝 武田　麻由 京都大学かるた会

（参加者31名） ３位 佐藤  利咲 大阪府立茨木高校

３位 榎本　紗也加 京都小倉かるた会

E１０級 優勝 村田　真優 大阪府立天王寺高校

準優勝 安達　美景 京都小倉かるた会

（参加者30名） ３位 岩﨑　凛 開明中学校・高等学校

３位 岡本　真奈 大阪桐蔭中学校高等学校


