
高松市協会　やしまSC

川田　雄太郎

一般有段の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞
高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 高松市協会　やしまSC 高松市協会　やしまSC

川田　雄太郎 亀井　智会 高杉　優作 山本　敏弘
兵庫県　高砂武蔵 愛媛県　 高松市協会　やしまSC 東京都

浦川　渚人 河村　直仁 川田　雄太郎 岩尾　光平
神奈川県　県立武道館 坂出市協会　無心会 愛媛県　鵬志館 高松市協会　やしまSC

藤岡　秋介 岩田　晃和 大西　英樹 高杉　優作
高松市協会　やしまSC 兵庫県　SC21野里 愛媛県 兵庫県　高砂武蔵

川田　雄太郎 藤本　日高 河村　直仁 浦川　渚人

一般有級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞
兵庫県　師承館 坂出市協会　無心会 高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館

伊藤　義喜 岩田　壮平 浪尾　怜音 松長　義則
兵庫県　松朗館 兵庫県　師承館 坂出市協会　無心会 兵庫県　真成苑

佐々木　晟人 伊藤　義喜 岩田　壮平 植田　龍弥
坂出市協会　無心会 兵庫県　師承館 徳島県　禅心館 兵庫県　松朗館

岩田　壮平 伊藤　義喜 亀井　友志 佐々木　晟人
兵庫県　師承館 愛媛県　仁武館 徳島県　禅心館 愛媛県　仁武館

伊藤　義喜 井原　卓也 亀井　友志 水沼　郁弥

一般無級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞
高松市協会　徳島文理大学 高松市協会　徳島文理大学 高松市協会　徳島文理大学 若竹学園

穴吹　純一 谷　祐輔 篠丸　彰人 花城　匡俊
高松市協会　徳島文理大学 高松市協会　やしまSC 高知県　高知県協会 高松市協会　徳島文理大学

錦古里　顕利 高杉　勉 山本　里香 篠丸　彰人

小学生一～三級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞
高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 兵庫県　松朗館 徳島県　禅心館

居嶋　晃大 亀井　大志 橋本　脩平 上田　太郎
兵庫県　松朗館 徳島県　禅心館 高松市協会　やしまSC 高松市協会　やしまSC

橋本　脩平 亀井　大志 居嶋　晃大 齋藤　望愛
徳島県　禅心館 徳島県　禅心館 兵庫県　松朗館 兵庫県　神戸鈴蘭台

亀井　大志 上田　太郎 橋本　脩平 山野　夏海
徳島県　禅心館 高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 兵庫県　松朗館

亀井　大志 居嶋　晃大 上田　太郎 橋本　脩平
小学生四～六級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞

高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 高松市協会　やしまSC 兵庫県　師承館

高杉　実奈美 吉田　翔 岩本　空竜 伊藤　誠貴
兵庫県　師承館 愛媛県　仁武館 兵庫県　真成苑 高松市協会　さぬきSC

伊藤　誠貴 近藤　大心 山浦　玲音 松井　一将
兵庫県　真成苑 徳島県　禅心館 坂出市協会　無心会 坂出市協会　無心会

山浦　玲音 杉村　信紀 宇野　聡馬 岸城　顕二郎
坂出市協会　無心会 兵庫県　松朗館 兵庫県　真成苑 愛媛県　鵬志館

大野　武瑠 大島　秀太 山浦　玲音 井口　涼太郎
小学生七～十級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞

兵庫県　師承館 高松市協会　やしまSC 坂出市協会　無心会 兵庫県　松朗館

伊藤　寛記 浪尾　征音 宮本　玲音 島内　優希
兵庫県　松朗館 高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 坂出市協会　無心会

山村　恵翔 高杉　実奈美 釣井　英人 尾野　風天
愛媛県　仁武館 高松市協会　やしまSC 兵庫県　松朗館 愛媛県　仁武館

石川　大雅 高杉　実奈美 山村　恵翔 近藤　大心
徳島県　禅心館 高松市協会　やしまSC 徳島県　禅心館 徳島県　禅心館

浅石　高志 岩本　空竜 吉田　翔 吉田　美羽
小学生無級の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞

若竹学園 若竹学園 若竹学園 徳島県　禅心館

増田　愛里 溝内　瑠佑捺 二ノ宮　七瀬 釣井　瑛里
若竹学園 坂出市協会　無心会 徳島県　禅心館 若竹学園

二ノ宮　七瀬 小畑　比呂 釣井　早瑛 増田　愛里
幼年の部 優 勝 第二位 第三位 敢闘賞

徳島県　禅心館 坂出市協会　無心会 高松市協会　やしまSC 高松市協会　やしまSC

松長　和玖 尾野　天海 白井　奏多 三好　悠翔
徳島県　禅心館 兵庫県　松朗館 兵庫県　神戸鈴蘭台 坂出市協会　無心会

松長　和玖 山村　悠翔 山野　颯葵 岸城　啓樹
兵庫県　神戸鈴蘭台 高松市協会　やしまSC 坂出市協会　無心会 徳島県　禅心館

山野　颯葵 白井　奏多 尾野　天海 松長　和玖

第８回　高松市スポーツチャンバラ選手権大会　試合結果（平成23年11月20日）
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