
第４回　田邊杯争奪戦兼世界選手権大会日本代表選考会

平成２４年５月２０日　静岡市由比体育館（清水区）

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞
７級～１０級 鈴木　優一 和田　奈々 坂間　奏多 藤田　彩水

鷺沼小 植田小 神戸小 竜洋東小
基本動作９級 基本動作７級 基本動作８級 基本動作９級

（千葉県） （愛知県） （静岡県） （静岡県）
童心塾スポチャンクラブちば 磐田竜洋スポチャンクラブ

１級～６級 藤田　英之 和田　いくな 多田　栞 木村　公美
南行徳中 南稜中 野津田高

基本動作１級 基本動作２級 基本動作１級 基本動作１級
（千葉県） （愛知県） （神奈川県） （愛知県）

童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ
初段 福原　さつき 平岩　宏康 菊地　耕司 田村　勇樹

日本大
基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段

（新潟県） （愛知県） （愛知県） （神奈川県）
スポチャンつばさクラブ

二段以上 武井　綾音 野村　五月 岩田　徹二 瀬口　憲一
国分高 早稲田大

基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段 基本動作三段
（千葉県） （神奈川県） （愛知県） （愛知県）

童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ
基本動作 武井　綾音

グランドチャンピオン 国分高
基本動作二段

（千葉県）
童心塾スポチャンクラブちば

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞
７級～１０級 山岡　明日香 櫻井　実希 平田　一馬 中村　駿佑

由比中 鷹岡小 新磯小
小太刀７級 小太刀１０級 小太刀７級 小太刀８級
（静岡県） （静岡県） （神奈川県） （愛知県）

由比スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
１級～６級 佐々木　晟人 和田　いくな 服部　敏明 今野　浩太郎

塚口中 南稜中 日体大
小太刀１級 小太刀３級 小太刀１級 小太刀１級
（兵庫県） （愛知県） （愛知県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ
初段 加藤　卓也 小山雅史 宮本　真也 髙橋　直久

明治大 国士舘大 県立保健福祉大
小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（東京都） （東京都） （神奈川県） （静岡県）

横浜杉田スポチャンクラブ 由比スポチャンクラブ
二段以上 松本　晋和 伊藤　真樹男 田村　勇樹 天野　光教

東洋大 日本大
小太刀三段 小太刀二段 小太刀三段 小太刀四段
（神奈川県） （埼玉県） （神奈川県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 藤沢本町スポチャンクラブ

７級～１０級 来城　祥太朗 伊藤　寛記 平田　一馬 櫻井　実希
石和中 桜の宮小 新磯小 鷹岡小

長剣フリー７級 長剣フリー８級 長剣フリー８級 長剣フリー１０級
（山梨県） （兵庫県） （神奈川県） （静岡県）

スポチャンつばさクラブ

基本動作 部門

打突競技 部門

小太刀

長剣フリー



優勝 準優勝 ３位 敢闘賞
１級～６級 佐々木　晟人 瀬口　隼哉 鎌田　悠雅 服部　敏明

塚口中 沓掛中 福栄小
長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー５級 長剣フリー１級

（兵庫県） （愛知県） （千葉県） （愛知県）
童心塾スポチャンクラブちば

初段 藤田　英之 望月　竜良 武井　綾音 加藤　卓也
南行徳中 山梨学院大 国分高 明治大

長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段
（千葉県） （静岡県） （千葉県） （東京都）

童心塾スポチャンクラブちば 由比スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
二段以上 岩尾　光平 伊藤　真樹男 櫻井　一雄 藤森　正啓

東洋大
長剣フリー三段 長剣フリー二段 長剣フリー三段 長剣フリー二段

（東京都） （埼玉県） （神奈川県） （長野県）
生麦スポチャンクラブ 川崎岡上スポチャンクラブ

１級～６級 藤岡　秋介 金田　寿正 山口　優平 堀井　慎介
初段以上 國學院大

二刀二段 二刀三段 二刀二段 二刀二段
（神奈川県） （愛知県） （神奈川県） （富山県）

県立武道館スポチャンクラブ 護心館渋谷スポチャンクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ

１級～４級 田村　勇樹 松本　晋和 東　憲一 澁澤　由明
初段以上 日本大

楯長剣四段 楯長剣初段 楯長剣四段 楯長剣初段
（神奈川県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）

スポチャンつばさクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ

初段以上 岩田　徹二 佐藤　陽平 平岩　宏康 浅見　貴幸

長剣両手三段 長剣両手初段 長剣両手初段 長剣両手初段
（愛知県） （愛知県） （愛知県） （山梨県）

初段以上 川田　雄太郎 山口　優平 門脇　直彦 中田　誠一
徳島文理大
長槍二段 長槍三段 長槍三段 長槍初段
（香川県） （神奈川県） （兵庫県） （富山県）

Dreamway屋島スポチャンクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ

打突競技 藤田　英之
グランドチャンピオン 南行徳中

長剣フリー初段
（千葉県）

童心塾スポチャンクラブちば

優勝 準優勝
スポチャンクラブ ＜県立武道館スポチャンクラブ＞ ＜横浜杉田スポチャンクラブ＞

対抗団体戦 野村　五月 田邊　賢一
多田　栞 神谷　幸博

藤岡　秋介 宮本　真也
（神奈川県） （神奈川県）

スポチャンクラブ ＜県立武道館スポチャンクラブ＞ ＜横浜杉田スポチャンクラブ＞

対抗団体戦 松本　晋和 神谷　幸博
野村　五月 宮本　真也
藤岡　秋介 田邊　賢一
岸下　裕哉
（神奈川県） （神奈川県）

楯長剣

長剣両手

団体戦 部門

基本動作　部門

打突競技（合戦）　部門

二刀

長槍


