
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞
＜神奈川区Ａ＞ ＜港北区＞ ＜神奈川区Ｂ＞ ＜多摩区＞

野村　幸太郎 渡邉　珠怜 柳瀬　有沙 佐藤　光希

市町村区対抗 堂山　愛莉紗 渡邉　修永 池永　柾輝 露崎　守

団体戦 太田　尊之 西本　理央 木村　一貴 栗原　眞人

田村　勇樹 西村　知也 江田　和馬 栗原　理仁

東　　憲一 馬淵　翔 桶作　公一 高橋　紀子

松田　実来
基本動作 橘中学校

グランドチャンピオン 初段

小田原市

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

第２９回　神奈川県スポ-ツチャンバラ選手権大会

平成２７年５月３１日　横須賀アリーナ（横須賀市）

団体戦 部門
第１０回　神奈川県知事杯

基本動作 部門
第１０回　神奈川県教育長杯

県知事杯（団体戦）優勝　神奈川区Ａチーム
※右より　東憲一選手、堂山愛莉紗選手、太田尊之選手、野村幸太郎選手、田村勇樹選手

県教育長杯（基本動作グランドチャンピオン）優勝　 松田 実来　 ※左より２番目



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞
西岡　康雄 荒瀬　貫太 高梨　夏希　 河野　恋

初心者体験 一般 豊田小学校 大野中学校 一本松小学校
港北区 厚木市 厚木市 都筑区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ
嶋田　由紀子 佐藤　浩気 嶋田　致大 宮岡　遥樹

県外（１～１０級） 一般 目白大学 文教大学付属小学校 久が原小学校
５級 初段 ７級 ８級

東京都 東京都 東京都 東京都
スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

庵　真聡 佐々木　羅夢 渡辺　理仁 吉村　鳳
幼年（1～１０級） キンカーン保育園 都筑ひよこ保育園 スターチャイルド保育園 若竹幼稚園

１０級 ９級 ９級 １０級
川崎区 都筑区 港北区 中原区

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

渡邉　二瑚 西郊　良海 宮之前　咲愛 佐藤　樹
９級・１０級 中山小学校 稲荷台小学校 山王台小学校 瀬ケ崎小学校

９級 １０級 １０級 ９級
港北区 都筑区 磯子区 都筑区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ
竹内　凰騎 松田　啓悟 渡邉　修永 松本　勇輝

７級・８級 西小学校 本町小学校 中山小学校 川和小学校
７級 ７級 ７級 ８級

秦野市 秦野市 港北区 都筑区
秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

渡邉　珠怜 竹内　妃那 宮之前　琉花 景山　海琉
５級・６級 中山小学校 西小学校 山王台小学校 汐見台小学校

６級 ５級 ６級 ６級
港北区 秦野市 磯子区 磯子区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

東郷　優芽香 田中　大輝 栗原　悠里 藤本　宇敏
３級・４級 村岡中学校 本町中学校 上溝南中学校 菅田中学校

４級 ３級 ４級 ３級
藤沢市 秦野市 多摩区 港北区

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

石川　朝日 元木　功 渡邉　徹 齋藤　大暉
１級・２級 北中学校 一般 一般 菅中学校

１級 １級 １級 １級
秦野市 多摩区 港北区 多摩区

秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

松田　実来 遠藤　留唯 内田　素子 小田　真也
初　段 橘中学校 足柄高等学校 東海大学 東海大学

初段 初段 初段 初段
小田原市 秦野市 秦野市 平塚市

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

栗原　静香 田村　勇樹 宮本　真也 内田　信明
二段以上 一般 日本大学 県立保健福祉大学 一般

二段 三段 二段 二段
多摩区 神奈川区 磯子区 秦野市

スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

白川　夏月
ハンディキャッパー 湘南養護学校 《備考》

１０級 基本・小太刀・長剣ﾌﾘｰ優勝

厚木市

基本動作 部門



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞
櫻井　裕理 大木　幹也 西郊　良秀 池永　尚輝

初心者体験 浜竹幼稚園 ふじが岡幼稚園 ばらの幼稚園 ちびっこランド新城園
（幼年） 藤沢市 藤沢市 都筑区 中原区

DreamWay湘南ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

中尾　心 栗林　かいと 中尾　天 安川　司得
初心者体験 高津小学校 境木小学校 高津小学校 梶ヶ谷小学校
（小学生） 高津区 西区 高津区 高津区

学研品川ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 学研品川ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 学研品川ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

西岡　康雄 橋本　虹太 橋本　正巳 栗林　葵紀
初心者体験 一般 奈良中学校 一般 境木小学校

（中学生以上） 港北区 麻生区 麻生区 西区
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 川崎岡上ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 川崎岡上ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

渡辺　理仁 佐々木　羅夢 庵　真聡 吉村　凰
幼年（１級～１０級） スターチャイルド保育園 都筑ひよこ保育園 キンカーン保育園 若竹幼稚園

９級 ９級 １０級 １０級
港北区 都筑区 川崎区 中原区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

山口　愛可 東郷　優芽香 藤井　鳴海 竹内　妃那
女子（１級～１０級） 三浦学苑高校 村岡中学校 湘南学園中学校 西小学校

２級 ４級 １級 ７級
川崎市 藤沢市 鎌倉市 秦野市

つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

佐藤　志穂 栗原　静香 大津　南 高橋　真由美
女子（初段以上） 一般 一般 一般 東海大学

二段 初段 初段 初段
麻生区 多摩区 秦野市 平塚市

よみまちｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

渡邉　二瑚 河野　愛斗 清水口　翔 吉村　蓮
９級・１０級 中山小学校 一本松小学校 菅生小学校 大谷戸小学校

９級 ９級 １０級 ９級
港北区 都筑区 中原区 中原区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

竹内　妃那 渡邉　修永 清水口　陽 永渕　泰翔
７級・８級 西小学校 中山小学校 菅生小学校 都田西小学校

７級 ７級 ７級 ７級
秦野市 港北区 中原区 港北区

秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

佐藤　芳勇 柳沢　大陸 木村　開人 柳瀬　有沙
４級～６級 大庭中学校 辻堂小学校 六角橋中学校 新井小学校

４級 ６級 ４級 ６級
藤沢市 藤沢市 港北区 神奈川区

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

郡家　正明 栗田　寛 石川　朝日 赤堀　雅博
１級～３級 鹿島学園高等学校 三宿中学校 北中学校 一般

１級 ３級 １級 １級
港北区 東京都 秦野市 藤沢市

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

佐藤　浩気 鈴木　義明 渡瀬　健太郎 東　洋介
初　段 目白大学 一般 北陵高等学校 一般

初段 初段 初段 初段
東京都 磯子区 藤沢市 中区

スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ DreamWay湘南ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜馬車道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

櫻井　一雄 佐藤　志穂 西島　大地 栗原　崇
二段以上 一般 一般 一般 一般

三段 二段 二段 四段
麻生区 麻生区 藤沢市 秦野市

川崎岡上ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ よみまちｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢本町ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

打突競技 部門

部内競技

小太刀



優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

渡辺　理仁 庵　真聡 佐々木　羅夢 吉村　凰
幼年（１級～１０級） スターチャイルド保育園 キンカーン保育園 都筑ひよこ保育園 若竹幼稚園

９級 １０級 ９級 10級
港北区 川崎区 都筑区 川崎市

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

松本　勇輝 佐々木　隆公 西郊　良海 櫛引　淳宏
８級～１０級 川和小学校 都田西小学校 稲荷台小学校 川和小学校

８級 ８級 １０級 ８級
都筑区 都筑区 都筑区 都筑区

ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

西村　紅弾丸 立木　政充 荒瀬　貫太 江口　怜桜
６級・７級 鵠洋中学校 東富水小学校 豊田小学校 汐見台小学校

６級 ７級 ６級 ７級
藤沢市 小田原市 厚木市 磯子区

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

河野　蒼馬 秋山　利貴 東郷　優芽香 松田　実来
１級～５級 片瀬中学校 一般 村岡中学校 橘中学校

４級 １級 ４級 １級
藤沢市 川崎市 藤沢市 小田原市

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

西島　大地 小田　真也 露崎　悟 眞保　篤
初段以上 一般 東海大学 一般 一般

二段 初段 初段 五段
藤沢市 平塚市 麻生区 磯子区

藤沢本町ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ よみまちｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

河野　蒼馬 石渡　優文 藤本　宇敏 郡家　正浩
２級～１０級 片瀬中学校 藤沢小学校 菅田中学校 中原養護学校

４級 ７級 ３級 ４級
藤沢市 藤沢市 港北区 港北区

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢本町ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

馬淵　翔 田村　勇樹 西村　知也 栗原　静香
１級以上 法政大学 日本大学 東京大学 一般

二段 四段 初段 １級
港北区 神奈川区 港北区 多摩区

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長剣フリー

二　刀



優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

赤堀　秀磨 永渕　泰翔 松本　勇輝 竹内　妃那
７級～１０級 片瀬小学校 都田西小学校 川和小学校 西小学校

７級 ７級 ８級 ７級
藤沢市 港北区 都筑区 秦野市

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

柳沢　大陸 多田　栞 永渕　泰輝 石井　優希
３級～６級 辻堂小学校 新横浜歯科衛生士専門学校 都田西小学校 松陰大学

６級 ３級 ５級 ３級
藤沢市 港北区 港北区 港北区

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

田村　勇樹 遠藤　留唯 藤井　鳴海 西村　龍基
２級以上 日本大学 足柄高等学校 湘南学園中学校 一般

四段 初段 初段 初段
神奈川区 秦野市 鎌倉市 港北区

スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 秦野勝敏ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

佐藤　芳勇 郡家　正浩 河野　碧生 平田　由鷹
１０級以上 大庭中学校 中原養護学校 秀英高等学校 平戸中学校

４級 ４級 初段 １級
藤沢市 港北区 藤沢市 鎌倉市

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

宮之前　琉花 中西　拓海 郡家　正明 秋山　拓斗
２級～１０級 山王台小学校 北方小学校 鹿島学園高等学校 東生田小学校

６級 ７級 ２級 ５級
磯子区 磯子区 港北区 多摩区

山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

佐藤　志穂 東　洋介 加藤　伊織 眞保　篤
１級以上 一般 一般 創学館高等学校 一般

初段 初段 初段 二段
麻生区 中区 中原区 磯子区

よみまちｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜馬車道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ つばさ川崎ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

大坪　晃亮
（順位なし） 小太刀・初段の部

県立保健福祉大学
磯子区

横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長剣両手

フェアプレー賞

部外競技

楯小太刀

楯長剣


