
優　勝 準優勝

新潟ＮＳSC 横浜杉田SC 文京SC どさんこSC
内山 和哉 眞保 篤 原科　太一 犬飼　玲哉
長剣F三段 長槍三段 長剣F三段 長剣F４級

合　戦 石黒 雄平 宮本 真也 伊藤　和規 村松　佑亮
（320㎝以下） 長剣F初段 長剣F三段 長剣F初段 長剣F６級

横山 樹 竹内　勇輔 太田　悠晴
長剣F初段 小太刀初段 長剣F６級

大平　峻也
小太刀初段

新潟県 神奈川県 東京都 北海道

優　勝 準優勝

藤ノ木SC 仙台SC 苫小牧沼ノ端SC どさんこSC
高岡 康江 杉山 千尋 川戸 渚 犬飼 玲哉
小太刀三段 小太刀１級 小太刀７級 小太刀５級

基本動作 高岡 敦士 杉山 新太 小飯田　空太 村松 佑亮
（3名同時） 小太刀３級 小太刀３級 小太刀７級 小太刀６級

石田 大悟 小野寺 蒼生 小飯田 悠真 太田 悠晴
小太刀５級 小太刀５級 小太刀７級 小太刀６級

富山県 宮城県 北海道 北海道

グランド
チャンピオン

３位

３位

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

藤岡 秋介

神奈川県 北海道

兼　世界選手権大会 日本代表選考会

落合 早輝

第10回田邊杯争奪戦大会

北星学園大学付属高校

県立武道館SC

楯長剣二段 基本動作初段

どさんこSC

【団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門
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関口 将貴
小太刀代表 北海道大学

（グラチャン戦出場） 初段

北海道

北大翠剣会SC

優　勝 準優勝

村上 慧 久保居 梨玖 河原 琥太郎 川戸 渚
7級～10級 根城小学校 煙山小学校 拓進小学校 ウトナイ小学校

７級 ７級 ７級 ７級

青森県 岩手県 北海道 北海道

青森おいらせSC 岩手SC 苫小牧沼ノ端SC 苫小牧沼ノ端SC

川崎 達晃 落合 早輝 原 悠人 西川 創
１級～6級 北海道大学 北星学園大学付属高校 北海道大学 北海道大学

１級 １級 １級 １級

北海道 北海道 北海道 北海道

北大翠剣会SC どさんこSC 北大翠剣会SC 北大翠剣会SC

関口 将貴 佐藤 隆二 井川 啓貴 竹田 圭佑
初段以上 北海道大学 日本大学

初段 初段 二段 初段

北海道 東京都 千葉県 東京都

北大翠剣会SC 文京SC

小山 雅史
長剣フリー代表
（グラチャン戦出場） 三段

東京都

文京SC

優　勝 準優勝

志垣 大将 菅野 葉太 遠藤 龍太 内野 侑
1級～10級 國學院大學 北海道大学 北海道大学 北厨川小学校

１級 １級 １級 ４級

東京都 北海道 北海道 岩手県

國學院武刀会SC 北大翠剣会SC 北大翠剣会SC 岩手SC

小山 雅史 内山 和哉 櫻井 慶悟 大平 峻也
初段以上 北海道大学

三段 三段 初段 初段

東京都 新潟県 北海道 東京都

文京SC 新潟ＮＳSC 北大翠剣会SC 文京SC

横山 樹
二刀代表 小千谷高校

（グラチャン戦出場） １級

新潟県

新潟ＮＳSC

優　勝 準優勝
横山 樹 高岡 敦士 中川 智仁 𠮷中 悠士郎

１級～10級 小千谷高校 奥田中学校 煙山小学校 北海道大学

１級 ３級 ６級 １級

新潟県 富山県 岩手県 北海道

新潟ＮＳSC 藤ノ木SC 岩手SC 北大翠剣会SC

伊藤 和規 藤岡 秋介 東 洋介 武井 裕哉
初段以上 国士館大学

初段 二段 二段 二段

東京都 神奈川県 神奈川県 東京都

文京SC 県立武道館SC 横浜馬車道SC 国士舘楓剣会SC

部内競技
小太刀

【個人戦】　打突競技 部門

３位

３位

長剣フリー

３位

二　刀



優　勝 準優勝

武井 裕哉 中林 駿太 清水 秀也 櫻井 慶悟
10級以上 国士舘大学 明治大学 北海道大学

初段 初段 初段 初段

東京都 東京都 東京都 北海道

国士舘楓剣会SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 北大翠剣会SC

佐藤 瑠美奈
楯小太刀代表 東小千谷中学校
（グラチャン戦出場） ５級

新潟県

新潟ＮＳSC

優　勝 準優勝

杉山 新太 小野寺 颯佑 杉山 巴絵 内野 昇
7級～10級 西山中学校 岩切小学校 鶴谷東小学校 北厨川小学校

７級 ８級 ８級 ７級

宮城県 宮城県 宮城県 岩手県

仙台SC 仙台SC 仙台SC 岩手SC

佐藤 瑠美奈 小田切 渓 原 悠人 川崎 達晃
１級～6級 東小千谷中学校 北海道大学 北海道大学 北海道大学

５級 １級 １級 １級

新潟県 北海道 北海道 北海道

新潟ＮＳSC 北大翠剣会SC 北大翠剣会SC 北大翠剣会SC

井川 啓貴 野中 紀鷹 石黒 雄平 竹田 圭佑
初段以上 日本大学

初段 二段 初段 初段

千葉県 東京都 新潟県 東京都

文京SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 新潟ＮＳSC

藤岡 秋介
楯長剣代表

（グラチャン戦出場） 二段

神奈川県

県立武道館SC

優　勝 準優勝

高岡 敦士 石田 大悟 遠藤 龍太 久保居 梨玖
１級～10級 奥田中学校 雄山中学校 北海道大学 煙山小学校

３級 ３級 １級 ４級

富山県 富山県 北海道 岩手県

藤ノ木SC 藤ノ木SC 北大翠剣会SC 岩手SC

藤岡 秋介 原科 太一 内山 和哉 横山 樹
初段以上 小千谷高校

二段 三段 二段 初段

神奈川県 栃木県 新潟 新潟県
県立武道館SC 文京SC 新潟ＮＳSC 新潟ＮＳSC

優　勝 準優勝 ３位

綿引 真紀 眞保 篤 大友 健
10級以上

楯短刀二段 短槍四段 短刀１級

富山県 神奈川県 東京都

雄翔会富山SC 横浜杉田SC 國學院武刀会SC

短刀・短槍・杖・楯短刀

部外競技

３位

楯長剣

３位

３位

楯小太刀

長剣両手



優　勝 準優勝 ３位

川田 雄太郎 関口 将貴 河原 琉我
10級以上 北海道大学 明治大学

長槍二段 長巻二段 長槍初段

香川県 北海道 東京都

DreamWay屋島SC 北大翠剣会SC 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝

杉山 巴絵 小飯田 空太 太田 悠晴 中川 愛望
７級～10級 鶴谷東小学校 勇払小学校 澄川西小学校 煙山小学校

９級 ７級 ７級 ７級

宮城県 北海道 北海道 岩手県

仙台SC 苫小牧沼ノ端SC どさんこSC 岩手SC

佐藤 瑠美奈 杉山 新太 犬飼 玲哉 石黒 雄平
２級～６級 東小千谷中学校 西山中学校 川北小学校

４級 ５級 ５級 ５級

新潟県 宮城県 北海道 新潟県

新潟ＮＳSC 仙台SC どさんこSC 新潟ＮＳSC

細川 智穂 杉山 千尋 納谷 樹 櫻井 慶悟
１級 神明中学校 尚網学院高校 北翔大学 北海道大学

１級 １級 １級 １級

東京都 宮城県 北海道 北海道

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 仙台SC 北大翠剣会SC

落合 早輝 原科　太一 大平 峻也 竹田 圭佑
初　段 北星学園大学付属高校 日本大学

初段 初段 初段 初段

北海道 栃木県 東京都 東京都

どさんこSC 文京SC 文京SC

井川 啓貴 綿引 和美 高岡 康江 川田 雄太郎
二段以上

二段 三段 三段 四段

千葉県 富山県 富山県 香川県

文京SC 雄翔会富山SC 藤ノ木SC DreamWay屋島SC

杉山 千尋 工藤 潤一 綿引 和美 中田 亮
長剣F 1~10級の部 小太刀 初段以上の部 小太刀 初段以上の部 小太刀 初段以上の部

尚網学院高校

長剣F１級 小太刀五段 小太刀三段 小太刀初段

宮城県 千葉県 富山県 青森県
順位なし 仙台SC 工藤護身道SC 雄翔会富山SC 青森おいらせSC

犬飼 玲哉
楯長剣１～10級の部

川北小学校

楯長剣７級

北海道

どさんこSC

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門
３位

長槍・棒・長巻


