
第３８回　全日本スポーツチャンバラ選手権大会

平成２４年７月１日　横浜文化体育館（横浜市）

優勝 準優勝
初心者体験 平野　朗子 渥美　予史斗 早乙女　瑞希 小松　渓太

西宮中 東京大 西宮中 國學院大
（東京都） （東京都） （東京都） （東京都）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

９級・１０級 寺井　満莉愛 細川　智穂 桐生　朋哉 飯利　愛美
神田小 大宮前保育園 新井小 神田小

基本動作９級 基本動作１０級 基本動作９級 基本動作９級
（新潟県） （東京都） （千葉県） （新潟県）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 童心塾スポチャンクラブちば
７級・８級 高岡　敦士 西川　遼 市川　望美 吉田　美羽

奥田北小 千手小 町田第二中 福島小
基本動作７級 基本動作７級 基本動作７級 基本動作７級

（富山県） （新潟県） （東京都） （徳島県）
まちだスポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

５級・６級 髙杉　実奈美 浅石　高志 西川　蓮 立石　胡由紀
屋島小 福島小 千手小 上永谷中

基本動作５級 基本動作６級 基本動作５級 基本動作５級
（香川県） （徳島県） （新潟県） （神奈川県）

DreamWay屋島スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

３級・４級 八重樫　春菜 菅沼　智実 植野　孝顕 武智　由貴
福栄中 都田中 たちばな小

基本動作３級 基本動作３級 基本動作３級 基本動作３級
（千葉県） （神奈川県） （神奈川県） （愛媛県）

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 スマイルスポチャンクラブ
１級・２級 和田　いくな 菊澤　直樹 棚田　健太 内田　素子

南稜中 三保小 南星中 神奈川総合産業高
基本動作２級 基本動作２級 基本動作１級 基本動作２級

（愛知県） （神奈川県） （富山県） （神奈川県）
スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ

初段 竹中　美優 原科　太一 福原　さつき 永島　良平
大阪国際滝井高 大田原高 十日町高
基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段

（大阪府） （栃木県） （新潟県） （静岡県）

二段 武井　綾音 河野　由規美 藤岡　秋介 野村　五月
国分高 國學院大 早稲田大

基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段
（千葉県） （香川県） （神奈川県） （神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば DreamWay屋島スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ
三段以上 藤谷　恭信 川田　多美子 山崎　友章 岩田　徹二

基本動作五段 基本動作六段 基本動作五段 基本動作四段
（岡山県） （香川県） （新潟県） （愛知県）

ＴＳＫスポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ

基本動作 藤谷　恭信
グランドチャンピオン

基本動作五段
（岡山県）

ＴＳＫスポチャンクラブ

基本動作 部門

３位



優勝 準優勝
初心者体験 早乙女　瑞希 飯島　亜未 丸岡　拓哉 北林　美帆

西宮中 西宮中 立石中 西宮中
（東京都） （東京都） （東京都） （東京都）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

９級・１０級 柳沢　大陸 堀　太一 小関　晴人 島田　留凪
辻堂小 第一亀戸小 新井小 山王台小

小太刀９級 小太刀９級 小太刀９級 小太刀１０級
（神奈川県） （神奈川県） （千葉県） （神奈川県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 山王台スポチャンクラブ
７級・８級 佐藤　芳勇 早乙女　瑠美 伊藤　大悟 永渕　泰輝

小糸小 壬生中 小倉小 都田西小
小太刀８級 小太刀７級 小太刀７級 小太刀８級
（神奈川県） （栃木県） （千葉県） （神奈川県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ
５級・６級 立石　胡由紀 浅石　高志 高橋　和美 小林　峻大

上永谷中 福島小 黒条小
小太刀６級 小太刀６級 小太刀５級 小太刀６級
（神奈川県） （徳島県） （新潟県） （新潟県）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

３級・４級 荒尾　梨乃 市古　憲一郎 渡瀬　健太郎 飯利　浩人
岩岡中 岩岡中 湘南台中

小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級
（兵庫県） （兵庫県） （神奈川県） （新潟県）

DreamWay湘南スポチャンクラブ

１級・２級 佐々木　晟人 服部　敏明 山浦　摩妃 五島　優
塚口中 岩岡中 横浜商科大附属高

小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級
（兵庫県） （愛知県） （兵庫県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ
初段 加藤　卓也 吉岡　涼平 森　一輝 望月　竜良

明治大 新羽高 東京大 山梨学院大
小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（東京都） （神奈川県） （東京都） （静岡県）

スポチャンつばさクラブ
二段 安西　惇 八谷　邦光 伊藤　大 松田　孝

小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段
（神奈川県） （東京都） （東京都） （茨城県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ Lisicスポチャンクラブ東京 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

三段以上 長谷部　洋祐 松本　晋和 山崎　友章 内山　和哉
新潟大

小太刀四段 小太刀三段 小太刀五段 小太刀三段
（神奈川県） （神奈川県） （新潟県） （新潟県）

スマイルスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

打突競技 部門

３位

小太刀



優勝 準優勝
初心者体験 永田　一真 渡部　拓也 松村　広貴 日光　政成

早稲田大 明治大 明治大 早稲田大
（東京都） （東京都） （神奈川県） （東京都）

９級・１０級 柳沢　大陸 松本　勇輝 小関　晴人 赤堀　秀磨
辻堂小 川和小 新井小 片瀬小

長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級
（神奈川県） （神奈川県） （千葉県） （神奈川県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

７級・８級 八木　宏大 小林　峻大 吉田　翔 浅石　高志
南中 黒条小 福島小 福島小

長剣フリー７級 長剣フリー７級 長剣フリー７級 長剣フリー７級
（新潟県） （新潟県） （徳島県） （徳島県）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

５級・６級 西川　蓮 大島　秀太 鎌田　悠雅 佐藤　虹輝
千手小 上坂部小 福栄小 刈谷田中

長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級
（新潟県） （兵庫県） （千葉県） （新潟県）

童心塾スポチャンクラブちば
３級・４級 石川　大雅 荒尾　梨乃 須坂　友 中嶋　健翔

中曽根小 岩岡中 北中 玉川学園小
長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー４級

（愛媛県） （兵庫県） （新潟県） （神奈川県）
藤沢青少年会館スポチャンクラブ

１級・２級 佐々木　晟人 瀬口　隼哉 内田　光彦 野澤　大喜
塚口中 沓掛中 わせがく高 横川中

長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級
（兵庫県） （愛知県） （埼玉県） （栃木県）

わせがく高等学校スポチャンクラブ

初段 濵田　悠河 村上　岳央 大野　龍一 松浦　太一
太成学院大学附属高 東京大 保土ヶ谷高 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
（大阪府） （東京都） （神奈川県） （東京都）

スポチャンつばさクラブ
二段 岸下　裕哉 藤岡　秋介 熊倉　清和 片桐　誠

青山学院大 國學院大
長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段

（神奈川県） （神奈川県） （新潟県） （新潟県）
県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

三段以上 川田　雄太郎 安納　慶太 西塚　和成 大森　一夫
徳島文理大

長剣フリー三段 長剣フリー六段 長剣フリー五段 長剣フリー三段
（香川県） （栃木県） （千葉県） （大阪府）

DreamWay屋島スポチャンクラブ 西塚スポチャンクラブ

３位

長剣フリー



優勝 準優勝
３級～１０級 山浦　摩妃 上田　太郎 八重樫　春菜 須坂　友

岩田中 城東中 福栄中 北中
二刀３級 二刀３級 二刀３級 二刀３級
（兵庫県） （徳島県） （千葉県） （新潟県）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
１級・２級 亀井　大志 窪田　椋介 瀬口　隼哉 露崎　悟

鳴門第二中 保土ヶ谷中 沓掛中
二刀２級 二刀２級 二刀１級 二刀２級
（徳島県） （神奈川県） （愛知県） （神奈川県）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
初段 濵田　悠河 大野　龍一 渥美　予史斗 矢倉　士

太成学院大学附属高 保土ヶ谷高 東京大 大阪青凌高
二刀初段 二刀初段 二刀初段 二刀初段
（大阪府） （神奈川県） （東京都） （大阪府）

スポチャンつばさクラブ
二段以上 藤岡　秋介 岩尾　光平 山口　優平 竹内　義直

國學院大
二刀二段 二刀三段 二刀二段 二刀二段

（神奈川県） （東京都） （神奈川県） （北海道）
県立武道館スポチャンクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ

１級～１０級 安田　美桜 中島　麻里亜 篠原　大典 篠原　涼
曽屋高 大矢部中 渋沢中 末広中

楯小太刀１級 楯小太刀１級 楯小太刀１級 楯小太刀１級
（神奈川県） （神奈川県） （神奈川県） （千葉県）

スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
初段以上 松本　晋和 藤本　日高 田水　秀典 中村　鉄人

姫路獨協大 東海大
楯小太刀二段 楯小太刀初段 楯小太刀六段 楯小太刀初段
（神奈川県） （兵庫県） （広島県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ 広島大和スポチャンクラブ

岸下　裕哉 藤谷　恭信 藤田　英之 山野　智志
青山学院大 南行徳中
楯長剣初段 楯長剣五段 楯長剣初段 楯長剣初段
（神奈川県） （岡山県） （千葉県） （兵庫県）

県立武道館スポチャンクラブ ＴＳＫスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

３位

二刀

楯小太刀

楯長剣



優勝 準優勝
楠田　渓 大森　一夫 岩田　徹二 和田　義浩
京都大

長剣両手初段 長剣両手三段 長剣両手三段 長剣両手初段
（京都府） （大阪府） （愛知県） （千葉県）

童心塾スポチャンクラブちば

神谷　幸博 宮本　真也 茂木　明夫 赤堀　雅博
県立保健福祉大

短槍三段 短槍初段 短槍三段 短槍２級
（神奈川県） （神奈川県） （埼玉県） （神奈川県）

横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 彩の国スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

田邊　賢一 山口　優平 瀬口　憲一 佐藤　芳基

長槍七段 長槍三段 長槍初段 長槍三段
（神奈川県） （神奈川県） （愛知県） （千葉県）

スポチャン横浜馬車道スタジオ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ

鈴木　和章 西島　大地 近藤　貴明 野村　力
玉川大

棒六段 棒初段 棒二段 棒二段
（群馬県） （神奈川県） （神奈川県） （福岡県）

藤沢本町スポチャンクラブ

山崎　友章 葉栗　翔 佐藤　陽平 和田　いくな
南稜中

短刀五段 短刀初段 短刀二段 短刀４級
（新潟県） （神奈川県） （愛知県） （愛知県）

横浜杉田スポチャンクラブ

打突競技 藤岡　秋介
グランドチャンピオン 國學院大

二刀二段
（神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ

棒・杖

長剣両手

３位

長槍

短槍

短刀



優勝 準優勝
阿波の禅大和道場スポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ ＴＳＫスポチャンクラブ

尾田　浩江 河野　由規美 藤岡　秋介 雪吉　伶司
亀井　大志 山本　敏弘 野村　五月 雪吉　莉来
上田　太郎 川田　多美子 岸下　裕哉 吉川　実莉
（徳島県） （香川県） （神奈川県） （岡山県）

優勝 準優勝
県立武道館スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

西本　理央 亀井　友志
堀　慎一郎 亀井　大志
野村　五月 上田　太郎
西村　龍基
（神奈川県） （徳島県）

井上　隆

長剣フリー二段
（広島県）

広島大和スポチャンクラブ

スポチャンクラブ対抗団体戦　（基本動作）

３位

フェアプレイ賞　（順位無し）

団体戦 部門

スポチャンクラブ対抗団体戦　（合戦）


