
第19回　全国幼年スポーツチャンバラ選手権大会 30.2.4
基本動作グランドチャンピオン 長手　凛

打突競技グランドチャンピオン 藪内　律喜

【基本動作】
優勝 準優勝 ３位 ３位 ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

長手　凛 久保　亜梨沙 庵　智貴 浅田　星來 藪内　律喜 石本　蘭奈 福島　崇徳 中山　颯太
基本動作 私立花園幼稚園 岩田保育所 御殿山幼稚園 藤ノ木こども園 米田幼稚園 米田幼稚園 枚方市鴻池第３幼稚園 西田保育園

8～１０級 10級 10級 8級 9級 10級 10級 10級 10級
大阪府 大阪府 神奈川県 富山県 兵庫県 兵庫県 大阪府 東京都

長手　凛
私立花園幼稚園

10級
大阪府

【打突競技】
優勝 準優勝 ３位 ３位 ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

須磨　朔 藪内　律喜 米坂　瑠珂 疋田　隼 水間　健太 森川　敬斗 国井　悠人 長手　凛
8～１０級 松原幼稚園 米田幼稚園 放出幼稚園 田無いづみ幼稚園 塩浜幼稚園 放出幼稚園 永田保育園 私立花園幼稚園

8級 10級 10級 9級 10級 10級 10級 10級
群馬県 兵庫県 大阪府 東京都 千葉県 大阪府 栃木県 大阪府

藪内　律喜 長手　凛 浅田　星來 福島　崇徳 石本　蘭奈 森川　敬斗 水間　健太 福島　柚羽
8～１０級 米田幼稚園 私立花園幼稚園 藤ノ木こども園 枚方市鴻池第３幼稚園 米田幼稚園 放出幼稚園 塩浜幼稚園 むらおか幼稚園

10級 10級 9級 10級 10級 10級 10級 10級
兵庫県 大阪府 富山県 大阪府 兵庫県 大阪府 千葉県 神奈川県

藪内　律喜
米田幼稚園

10級
兵庫県

基本動作

グランドチャンピオン

小太刀

長剣フリー

グランドチャンピオン



初心者体験

優勝 準優勝 ３位 ３位 ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

初心者体験 山田　葵 根本　茂忠 古住　來軍 福田　佳也乃 片岡　鷹春 吉野　結翔 江口　拓帆 櫻井　煌大
基本動作 吉沼幼稚園 吉沼幼稚園 南蒲幼稚園 成増幼稚園 東京幼稚園 亀戸幼稚園 亀戸幼稚園 東保育園

年中少の部
茨城県 茨城県 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 栃木県

初心者体験 国井　悠人 清水　壮真 山崎　貴大 水間　健太 廣田　楓 高野　陸 齋藤　明久 植松　勇翔
基本動作 永田保育園 吉沼幼稚園 ひたち学院幼稚園 塩浜幼稚園 チャイルドガーデン保育園 チェリー幼稚園 ちぐさ幼稚園 松原幼稚園

年長の部
栃木県 茨城県 茨城県 千葉県 千葉県 東京都 千葉県 群馬県

根本　茂忠 野田　清太郎 江口　拓帆 市原　胡瑠美 山田　葵 山岸　巧 岸田　結太 吉野　結翔
初心者体験 吉沼幼稚園 亀戸幼稚園 亀戸幼稚園 山百合幼稚園 吉沼幼稚園 松原幼稚園 ひまわり保育園 亀戸幼稚園

無級
茨城県 東京都 東京都 千葉県 茨城県 群馬県 東京都 東京都

滝澤　孔明 水迫　春夏 大倉　雅月 波形　謙勝 大下　健将 市原　侑羽海 遠藤　柚華 山口　健
初心者体験 成増幼稚園 亀戸幼稚園 亀戸幼稚園 馬込幼稚園 亀戸幼稚園 山百合幼稚園 八潮ちくみ幼稚園 チャイルドガーデン保育園

年長の部
東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 千葉県 埼玉県 千葉県

櫻井　煌大 根本　茂忠 市原　胡瑠美 山岸　巧 愛甲　周 野田　清太郎 江口　拓帆 佐野　心結
初心者体験 東保育園 吉沼幼稚園 山百合幼稚園 松原幼稚園 大泉幼稚園 亀戸幼稚園 亀戸幼稚園 鳥取第４幼稚園

年中少の部
栃木県 茨城県 千葉県 群馬県 東京都 東京都 東京都 鳥取県

樋口　結希人 小久保　蓮 水迫　春夏 小杉　颯祐 中村　睦 渡辺　幸秀 喜友名　結愛 国井　悠人
初心者体験 松原幼稚園 チェリー幼稚園 亀戸幼稚園 保育園こりす 山百合幼稚園 亀戸幼稚園 山百合幼稚園 永田保育園

年長の部
群馬県 東京都 東京都 神奈川県 千葉県 東京都 千葉県 栃木県

小太刀

長剣フリー

基本動作
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