
優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

JAPAN KOREA SINGAPORE NEW CALEDOONIA
国別対抗 川田 雄太郎 Lee Hyobun Leon Lee Chritophe Guenot
団体戦 小太刀三段 小太刀初段 小太刀二段 二刀三級

National-team 藤岡 秋介 Min Dae Kyeong Rinto Rifirian Benoit Liegard
Competition 長剣フリー三段 長剣フリー三段 二刀二段 小太刀初段

原科 太一 Chung Doo Wｏｎ Joshua Chen Christophe Cottineau
二刀二段 二刀七段 長剣フリー三段 長剣フリー七段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

JAPAN NEW CALEDOONIA THAILAND SINGAPORE
国別対抗 細川 智穂 Chritophe Guenot Teeravarin Limrungroj Keithi Leong Jie Kai
団体戦 小太刀６級 小太刀初段 小太刀６級 小太刀初段

National-team 髙杉 実奈美 Benoit Liegard Swit Korkit Rinto Rifirian
Competition 棒初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀五段

野村 五月 Christophe Cottineau Hirouki Kojima Samuel Nicholas Chu
小太刀四段 小太刀五段 小太刀三段 小太刀五段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＨＯＳＥＩ SC 枚方友心館SC 文京SC 挑錬侍館SC ＴＯＫＹＯ
クラブ対抗 佐野 和希 濵田 陸海 小山 雅史 香嶋 浩之

団体戦 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー三段 長剣フリー五段

Club-team 松﨑 直輝 疋田 真人 楠田 渓 霜﨑 由祐
Competition 小太刀初段 小太刀初段 長剣フリー二段 長剣フリー二段

椎 美由紀 奥田 克幸 竹内 勇輔 野中 紀鷹
小太刀１級 小太刀初段 長剣フリー初段 長剣フリー二段

関根 太一 原田 優作
長剣フリー二段 長剣Fフリー初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

東大阪攻誠館SC 大阪蒼龍館SC 県立武道館SC 枚方友心館SC
クラブ対抗 村嵜 小次郎 山本 華奈 渡邉 珠伶 遠矢 楓翔

団体戦 小太刀１級 小太刀初段 小太刀４級 小太刀４級

Club-team 村上 優 山本 華澄 渡邉 修永 水野 和輝
Competition 小太刀２級 小太刀初段 小太刀５級 小太刀４級

小野 司 吉田 桜香 渡邉 二瑚 疋田 裕輝
小太刀４級 小太刀２級 小太刀７級 小太刀４級

打突競技
グランドチャンピオン

Datotsu
Grand Champion

基本動作
グランドチャンピオン

Kihondousa
Grand Champion

横国翔剣会SC Yokokokushoukenkai-Spochanclub 坂出無心会SC　Sakaidemushinkai-Spochanclub

第１０回　アジア・オセアニアスポーツチャンバラ選手権大会

【団体戦】　国別・スポチャンクラブ対抗戦 部門 Country and Spochan-club Championship Team

打突競技　部門　Datotsu

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

栃木県 Tochigi JAPAN 香川県　Kagawa JAPAN

グランドチャンピオン　Grand Champion 挑戦者　Challenger

原科 太一 Taichi Harashina

兵庫刀流館SC Hyogotoryukan-Spochanclub 県立武道館SC　Kenritsubudokan-Spochanclub

野村　五月　Satsuki Nomura

挑戦者　Challenger

宮津 聡 Shin Miyatsu

グランドチャンピオン　Grand Champion

松山大学　Matsuyama-University横浜国立大学 Yokohamakokuritu-University

東京都　Tokyo JAPAN

丸橋小学校 Maruhashi-elementaryｓｃhool

二刀二段 Nito 1dan 楯長剣初段　Tate-choken 1dan

平成２９年１１月５日　　於：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）
Komazawa Olympic park general sports ground Gymnasiom (Tokyo,Japan) 1st NOV.,2015

打突競技　部門　Datotsu

基本動作　部門　Kihondousa

基本動作７級 Kihondousa7kyu 四段　4dan

【団体戦】　国別対抗戦 部門 World Championship Team

兵庫県 Hyogo JAPAN

岩田　晃和　Akikazu Iwata



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

田邊 賢一 柴田 智弘 竹内 義親 多田 悟
三段以上 長槍七段 長巻三段 二刀三段 二刀五段

3dan ond over 神奈川県 三重県 神奈川県 神奈川県

横浜馬車道SC 秦野紫電塾SC 県立武道館SC

小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

川田 雄太郎 疋田 晴彦 磯上 裕宜 浦川 渚人
二段以上

三段 二段 三段 二段

2dan and over 香川県 奈良県 兵庫県 兵庫県

DreamWay屋島SC 奈良三郷SC 兵庫真成苑SC 高砂武蔵SC

田中 裕士 秋山 俊太 大平 峻也 河西 渉
初　段 東京大学 明治大学

初段 初段 初段 初段

1dan 東京都 東京都 東京都 東京都

文京SC 東大颯剣会SC 文京SC 明治碧剣会SC

三國 成永 佐藤 朋弥 神﨑 黎 池田 樹生
１級・２級 春日部共栄高等学校 宇都宮短期大学付属高等学校 横浜国立大学 早稲田大学

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 埼玉県 栃木県 神奈川県 東京都

埼玉三郷SC 宇都宮短期大学付属高校SC 横国翔剣会SC 早稲田剣隼会SC

根石 天哉 木岡 夢結 立木 政充 山田 和歌杏
３級・４級 栄中学校(三郷市) 岩田西小学校 泉中学校 甲西北中学校

３級 ４級 ３級 ３級

3-4kyu 埼玉県 大阪府 神奈川県 滋賀県

生麦SC 大阪蒼龍館SC おだわら新玉SC 滋賀健心塾SC

高岡 敦士 奥永 悟生 日吉 颯介 大平 颯稀
５級・６級 奥田中学校 浜小学校 柏ヶ谷中学校 前橋第六中学校

５級 ５級 ６級 ５級

5-6kyu 富山県 神奈川県 神奈川県 群馬県

山王台SC 藤沢青少年会館SC 上武SC

橋本 尚也 渡邉 二瑚 大滝 弘平 福田 晴瑠
７級・８級 浜の宮小学校 中山小学校 下小岩小学校 西原小学校

７級 ７級 ８級 ７級

7-8kyu 兵庫県 神奈川県 東京都 栃木県

高砂武蔵SC 県立武道館SC 武心館島田道場SC 夢翔館大田原SC

渡邉 理仁 三浦 侑太 伊藤 匠 清水 耀亮
９級・１０級 中山小学校 西の宮小学校 本町小学校 下荘小学校

９級 ９級 １０級 １０級

9-10kyu 神奈川県 千葉県 神奈川県 大阪府

県立武道館SC 千葉若葉SC 横浜馬車道SC 大阪有朋館SC

３位　Bronze medal

香川県 Kagawa JAPAN

DramWay屋島SC DreamWayYashima-Spochanclub

３位　Bronze medal

得物自由　Emono Jiyu

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Master-Datotsu『Oyakata』

打突　部内（小太刀、長剣フリー、二刀）　Ｄａｔｏｔｓｕ　ＢＵＮＡＩ　（Ｋｏｄａｃｈｉ，Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ，Ｎｉｔｏ）

三段 3dan

小太刀　Ｋｏｄａｃｈｉ

川田 雄太郎 Yutaro Kawata



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

藤田 英之 野澤 大喜 弘田 翼 小山 雅史
二段以上 成蹊大学

二段 二段 二段 三段

2dan and over 千葉県 栃木県 大阪府 東京都

栃木夢翔館SC 富翔館SC 文京SC

冨田 剛弘 坂根 悠斗 上野 聡太 伊藤 和規
初　段 國學院大學 佛教大学 横浜国立大学

初段 初段 初段 初段

1dan 東京都 京都府 神奈川県 東京都

國學院武刀会SC 佛教大学SC 横国翔剣会SC 文京SC

福井 郷留 山村 知暉 福田 慶次郎 吉澤 荘起
１級・２級 佛教大学 横浜国立大学 宇都宮短期大学付属高等学校 國學院大學

１級 １級 ２級 １級

1-2kyu 京都府 神奈川県 栃木県 東京都

佛教大学SC 横国翔剣会SC 宇都宮短期大学付属高校SC 國學院武刀会SC

柳沢 大陸 青山 晃成 渡邉 珠怜 小野 司
３級・４級 湘洋中学校 不破高等学校 中山中学校 鴻池東小学校

３級 ３級 ４級 ４級

3-4kyu 神奈川県 岐阜県 神奈川県 大阪府

藤沢青少年会館SC 岐阜不破魂SC 県立武道館SC 東大阪攻誠館SC

遠矢 楓翔 羽根 愛喜 鈴木 優一 田中 悠翔
５級・６級 山田東小学校 菩提寺北小学校 第六中（市川市） 彦成小学校

６級 ６級 ５級 ５級

5-6kyu 大阪府 滋賀県 千葉県 埼玉県

枚方友心館SC 滋賀健心塾SC 埼玉三郷SC

宮津 聡 梅谷 彩加 藤田 穏空 福島 昌人
７級～１０級 丸橋小学校 伊保小学校 浜の宮小学校 新林小学校

７級 ８級 ７級 ７級

7-10kyu 兵庫県 兵庫県 兵庫県 神奈川県

兵庫刀流館SC 高砂純心SC 高砂武蔵SC 藤沢青少年会館SC

二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Champion
(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

原科 太一 永井 将史 船越 晋 矢倉 匡
初段以上 横浜国立大学 東京大学 大阪偕星学園高等学校

二段 二段 初段 初段

1dan and over 栃木県 東京都 東京都 千葉県

横国翔剣会SC 挑錬侍館SC ＴＯＫＹＯ 東大颯剣会SC 千葉童心塾優士SC

村嵜 小次郎 長谷川 進 関根 太一 長谷川 大樹
１級・２級 盾津中学校 孔舎衛中学校 法政大学 宇都宮短期大学附属高等学校

２級 １級 １級 １級

1-2kyu 大阪府 大阪府 東京都 栃木県

東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC ＨＯＳＥＩ SC 宇都宮短期大学附属高校SC

小山 紫月 吉岡　美空 塩木 友仁 嶋田 致大
３～１０級 榛東中学校 開成小学校 菩提寺小学校 文教大学附属小学校

３級 ７級 ５級 ８級

3-10kyu 群馬県 大阪府 滋賀県 東京都

上武SC 枚方友心館SC 滋賀健心塾SC 大田矢口スマイルSC

長剣フリー　Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ

二　刀　　Ｎｉｔｏ

千葉県 Chiba JAPAN

成蹊大学 Seikei-University

３位　Bronze medal

原科 太一 Taichi Harashina
横浜国立大学 Yokohamakokuritu-University

二刀二段 Nito 2dan

栃木県 Tochigi JAPAN

二段 2dan

横国翔剣会SC Yokokokushoukenkai-Spochanclub

３位　Bronze medal

藤田 英之 Hideyuki Fujita



長剣両手
（グラチャン戦出場）

Choken-morote Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

楠田　渓 西原 崇大 依田 純太 高橋 秀和
初段以上 国士舘大学 流通経済大学

二段 初段 二段 初段

1dan and over 東京都 東京都 兵庫県 神奈川県
文京SC 国士舘楓剣会SC 高砂純心SC 県立武道館SC

Ｌｉｅｇａｒｄ Ｂｅｎｏｉｔ 内田 裕之 佐々木 彰 今井 丈暁
１級・２級 明治大学 横浜国立大学

１級 １級 １級 １級

1-2kyu NEW CALEDOONIA 東京都 神奈川県 岐阜県
明治碧剣会SC 横国翔剣会SC 岐阜不破魂SC

高岡 敦士 越仮 大護 江口 帆夏 北村 輝光
３級～１０級 奥田中学校 町田第二中学校 道塚小学校

３級 ５級 ６級 ３級

3-10kyu 富山県 東京都 東京都 東京都
まちだSC 大田区護心SC ヤマザキSC

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Tate-kodachi Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

磯上 裕宜 福島 誠次 三野 敦輝 佐藤 隆二
初段以上 明治大学

二段 二段 二段 初段

1dan and over 兵庫県 兵庫県 香川県 東京都
兵庫真成苑SC 高砂武蔵SC 坂井出無心会SC 明治碧剣会SC

櫻井 大輝 神戸 慧士 三澤 陸斗 堀田 直希
１級・２級 富田林一中学校 國學院大学 國學院大學 大正東中学校

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 大阪府 東京都 東京都 大阪府
富翔館SC 國學院武刀会SC 國學院武刀会SC Yatoo!館SC

櫻井 碧翔 松田 啓悟 山田 和歌杏 藤原 あず希
３級・４級 新堂小学校 本町中学校(秦野市) 甲西北中学校 岩岡中学校

４級 ３級 ３級 ４級

3-4kyu 大阪府 神奈川県 滋賀県 兵庫県
富翔館SC 秦野勝敏SC 滋賀健心塾SC 兵庫真成苑SC

渡邉 珠怜 奥永 悟生 清原 維人 池田 琥徹
５級・６級 中山中学校 浜小学校 東小学校（熊取町） 幸田小学校

５級 ５級 ６級 ５級

5-6kyu 神奈川県 神奈川県 大阪府 埼玉県
県立武道館SC 山王台SC 大阪有朋館SC 生麦SC

宮津　聡 福島 昌人 磯 芽依 関谷 凛人
７級・８級 丸橋小学校 新林小学校 大山小学校 塩沢小学校

７級 ７級 ７級 ７級

7-8kyu 兵庫県 神奈川県 栃木県 新潟県
兵庫刀流館SC 藤沢青少年会館SC 夢翔館大田原SC 新潟ＮＳ SC

理崎 陽冴 渡邉 理仁 園部 苺果 三浦 侑太
９級・１０級 末広小学校 中山小学校 縄手南小学校 西の谷小学校

９級 ９級 ９級 ９級

9-10kyu 神奈川県 神奈川県 大阪府 千葉県
秦野紫電塾SC 県立武道館SC 東大阪攻誠館SC 千葉若葉SC

兵庫真成苑SC Hyogoshinseien-Spochanclub

長剣両手　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ
楠田　渓 Kei Kusuda

楯小太刀　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ

３位　Bronze medal

二段 2dan
東京都 Tokyo JAPAN

打突　部外（長剣両手、短刀、長槍、棒・杖、楯小太刀、短槍、楯長剣、長巻）

文京SC Bunkyo-Spochanclub

３位　Bronze medal

Ｄａｔｏｔｓｕ ＢＵＧＡＩ（Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ,Ｔａｎｔｏ,Ｃｈｏｓｏ,Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈi,Tanso,Tate-choken,Nagamaki)

磯上 裕宜　Yuki Isogami

兵庫県　Hyogo JAPAN
楯小太刀　二段　Tate-Kodachi 2dan



楯長剣
（グラチャン戦出場）

Tate-choken Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岩田 晃和 野澤 大喜 原科 太一 藤岡 秋介
初段以上 松山大学 横浜国立大学

初段 二段 三段 初段

1dan and over 香川県 栃木県 栃木県 大阪府

坂出無心会SC 栃木夢翔館SC 横国翔剣会SC 大阪蒼龍館SC

髙澤 朋之 坂根 悠斗 松﨑 直輝 岸 隼佑
１級・２級 國學院大學 佛教大学 法政大学 国士舘大学

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 東京都 京都府 東京都 東京都

國學院武刀会SC 佛教大学SC ＨＯＳＥＩ SC 国士舘楓剣会SC

落合 玲祐 Ｇｕｅｎｏｔ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ 大橋 葉之介 岡村 佳音
３級・４級 札幌科学技術専門学校 清原東小学校 新潟産業大学附属高等学校

３級 ３級 ３級 ４級

3-4kyu 北海道 NEW CALEDOONIA 栃木県 新潟県

どさんこSC 夢翔館大田原SC 新潟ＮＳ SC

渡邉 修永 羽根 愛喜 遠矢 楓翔 樫山 岬
５級・６級 中山小学校 菩提寺北小学校 山田東小学校 大原間小学校

５級 ６級 ６級 ５級

5-6kyu 神奈川県 滋賀県 大阪府 栃木県

県立武道館SC 滋賀健心塾SC 枚方友心館SC 夢翔館大田原SC

羽根 皇我 外間 實晃 町田 澪星 根石 佑菜
７級～１０級 菩提寺北小学校 米田小学校 大栄小学校 新和小学校

７級 ７級 ７級 ７級

7-10kyu 滋賀県 兵庫県 鳥取県 埼玉県

滋賀健心塾SC 高砂武蔵SC 鳥取北栄SC 生麦SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

江田 和馬 中森 唯斗 河合 響
ALL 港北高等学校 横浜国立大学 明治大学 該当者なし

dan and kyu 二段 １級 １級

神奈川県 神奈川県 東京都

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 横浜国立大学 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

門脇 髙空 川田 雄太郎 小比賀 朝成 古川 昇
ALL 大阪産業大学

dan and kyu 長槍初段 長槍二段 長槍初段 長槍三段

兵庫県 香川県 東京都 滋賀県

DreamWay屋島SC 國學院武刀会SC 道心塾大津SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

和田 清隆 熊谷 英敏 山村 知暉 宮森 賢一
ALL 横浜国立大学

dan and kyu 長巻初段 棒初段 長巻１級 長巻初段

大阪府 愛知県 神奈川県 神奈川県

履正十三SC 名古屋武遊殿SC 横国翔剣会SC 横浜馬車道SC

短　刀　　Ｔａｎｔｏ

棒・杖・長巻　Ｂｏ，Ｊｏ,Ｎａｇａｍａｋｉ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

岩田　晃和  Akikazu Iwata

香川県 Kagawa JAPAN
坂出無心会SC Sakaidemusinkai-Spochanclub

松山大学 Matsuyama-University
初段 1dan

楯長剣　　Ｔａｔｅ-ｃｈｏｋｅｎ

短槍・長槍　Ｔａｎｓｏ，Ｃｈｏｓｏ



レディースチャンピオン

（グラチャン戦出場）

Lady's Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

福原 さつき 竹田 美沙 梅澤 芽以 畠山 育子
初段以上 フェリス女学院大学 昭和女子大学

初段 二段 初段 初段

1dan and over 新潟県 愛媛県 神奈川県 東京都
新潟ＮＳ SC 松山竹田SC 横国翔剣会SC 明治碧剣会SC

西村 阿依奈 安達 知泉 吉田 桜香 市古 玖留美
1級～１０級 不破高等学校 明治大学 第三中学校（豊中市） 岩岡中学校

３級 １級 ２級 １級

1-10級 岐阜県 東京都 大阪府 兵庫県

岐阜不破魂SC 明治碧剣会SC 大阪蒼龍館SC 兵庫真成苑SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

富岡 由梨 田中 美紗季 小坂井 璃子 石井 優希
ALL 明治大学 白百合女子大学 東京大学 松陰大学

dan and kyu 初段 １級 １級 初段
東京都 東京都 東京都 神奈川県

明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 県立武道館SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村 五月 山城 寿藍 椎 美由紀 竹中 優生
ALL 白百合女子大学 法政大学 枚方津田高等学校

dan and kyu 三段 １級 １級 初段
東京都 東京都 東京都 大阪府

県立武道館SC 明治碧剣会SC ＨＯＳＥＩ SC 枚方友心館SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

福原 さつき 加辺 三枝子 吉田 桜香 岸 理奈
ALL 第三中学校（豊中市） 昭和女子大学

dan and kyu 初段 初段 ２級 １級

新潟県 群馬県 大阪府 東京都

新潟ＮＳ SC 上武SC 大阪蒼龍館SC 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村 五月 富岡 由梨 竹中 優生 荒尾 梨乃
ALL 明治大学 枚方津田高等学校 姫路獨協大学

dan and kyu 楯長剣三段 楯長剣初段 楯長剣初段 楯長剣初段

東京都 東京都 大阪府 兵庫県

県立武道館SC 明治碧剣会SC 枚方友心館SC 兵庫真成苑SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

海氣 奈那子 中込 知佳 梅澤 芽以 棚上 好
ALL フェリス女学院大学 東京家政大学 フェリス女学院大学 フェリス女学院大学

dan and kyu ２級 １級 初段 １級

神奈川県 東京都 神奈川県 神奈川県

横国翔剣会SC 早稲田剣隼会SC 横国翔剣会SC 横国翔剣会SC

打突　部内（小太刀、長剣フリー、二刀）　Ｄａｔｏｔｓｕ　ＢＵＮＡＩ　（Ｋｏｄａｃｈｉ，Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ，Ｎｉｔｏ）

打突　部外（長剣両手、短刀、長槍、棒・杖、楯小太刀、短槍、楯長剣、長巻）

Ｄａｔｏｔｓｕ ＢＵＧＡＩ（Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ,Ｔａｎｔｏ,Ｃｈｏｓｏ,Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈi,Tanso,Tate-choken,Nagamaki)

小太刀　Ｋｏｄａｃｈｉ

【個人戦】　レディース打突競技 部門  Ｌａｄｙ’ｓ-Ｄａｔｏｔｓｕ
野村 五月 Satsuki Nomura

東京都 TokyoJAPAN
三段 3dan

県立武道館SC Kenritubudoukan-Spochanclub

二　刀　Ｎｉｔｏ

３位　Bronze medal

長剣フリー　Ｃｈｏｋｅｎ－ｆｒｅｅ

３位　Bronze medal

楯小太刀　Ｔａｔｅ－ｋｏｄａｃｈｉ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

長剣両手　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ

３位　Bronze medal

楯長剣・長巻・長槍　Ｔａｔｅ－ｃｈｏｋｅｎ，Ｎａｇａｍａｋｉ,Ｃｈｏｓｏ



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

為国 花菜 阿部 ひかり 海田 結日 船山 聖奈
ALL 早稲田大学 奈良教育大学 明治大学 明治大学

dan and kyu １級 １級 １級 １級

東京都 奈良県 東京都 東京都

早稲田剣隼会SC 奈良三郷SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村 五月 川田 多美子 岸下 裕哉 川田 雄太郎
三段以上

四段 六段 三段 三段

3dan and over 東京都 香川県 愛知県 香川県

県立武道館SC DreamWay屋島SC 名古屋武遊殿SC DreamWay屋島SC

松田 実来 井川 啓貴 浦川 渚人 藤田 英之
二　段 山北高等学校 成蹊大学

二段 二段 二段 二段

2dan 神奈川県 千葉県 兵庫県 千葉県

おだわら新玉SC 文京SC 高砂武蔵SC

髙杉 実奈美 山本 華澄 山本 華奈 船越 晋
初　段 屋島中学校 茨田高等学校 辻学園栄養専門学校 東京大学

初段 初段 初段 初段

1dan 香川県 大阪府 大阪府 東京都

DreamWay屋島SC 大阪蒼龍館SC 大阪蒼龍館SC 東大颯剣会SC

吉田 桜香 甲斐 翔太 村上 優 松﨑 直輝
１級・２級 第三中学校（豊中市） 國學院大學 縄手中学校 法政大学

２級 １級 ２級 ２級

1-2kyu 大阪府 東京都 大阪府 東京都

大阪蒼龍館SC 國學院武刀会SC 東大阪攻誠館SC ＨＯＳＥＩ SC

橋本 真依 竹内 妃那 竹内 凰騎 鈴木 優一
３級・４級 浜の宮小学校 西小学校（秦野市） 西小学校（秦野市） 第六中学校（市川市）

４級 ３級 ４級 ３級

3-4kyu 兵庫県 神奈川県 神奈川県 千葉県

高砂武蔵SC 秦野紫電塾SC 秦野紫電塾SC

細川 智穂 奥永 悟生 木岡 義心 江口 帆夏
５級・６級 高井戸第四小学校 浜小学校 岩西小学校 道塚小学校

６級 ５級 ６級 ６級

5-6kyu 東京都 神奈川県 大阪府 東京都

挑錬侍館SC ＴＯＫＹＯ 山王台SC 大阪蒼龍館SC 大田区護心SC

宮津 聡 梅谷 彩加 磯 芽依 橋本 尚也
７級・８級 丸橋小学校 伊保小学校 大山小学校 浜の宮小学校

７級 ７級 ７級 ７級

7-8kyu 兵庫県 兵庫県 栃木県 兵庫県

兵庫刀流館SC 高砂純心SC 夢翔館大田原SC 高砂武蔵SC

庵 真聡 渡邉 理仁 伊藤 匠 疋田 隼
９級・１０級 御殿山小学校 中山小学校 本町小学校 無田いづみ幼稚園

９級 ９級 ９級 ９級

9-10kyu 神奈川県 神奈川県 神奈川県 東京都

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 県立武道館SC 横浜馬車道SC 北多摩SC

Etienne Dodat 木岡 義心 矢倉 史也 田村 勇樹
楯小太刀・3～４級 長剣フリー・７～１０級 長剣フリー・初段 小太刀・二段以上

岩田西小学校 関西福祉科学大学
SINGPORE 大阪府 千葉県 神奈川県

大阪蒼龍館SC 千葉童心塾優士SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

【個人戦】　基本動作 部門

３位　Bronze medal

フェアプレー賞　Fairplay

順位無し

短　刀　　Ｔａｎｔｏ

３位　Bronze medal


