
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

藤沢青少年会館SC（A） スマイルSC 藤沢青少年会館SC（B） くうねるあそ部SC
（藤沢市） （川崎市） （藤沢市） （港南区）

１～１０級 河野　蒼馬 山﨑　友寛 赤堀　秀磨 横倉　允司
団体戦 楯小太刀４級 小太刀９級 楯小太刀６級 小太刀１級

東郷　優芽香 秋山　悠斗 西村　紅弾丸 木全　義樹
楯小太刀４級 楯小太刀７級 楯小太刀６級 楯小太刀１級

佐藤　芳勇 秋山　拓斗 柳沢　大陸 竹田　慧吾
楯長剣４級 楯長剣４級 長剣ﾌﾘｰ６級 楯長剣８級

横浜杉田SC 県立武道館SC(A) 県立武道館SC(B） スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ
（磯子区） （港北区） （港北区） （神奈川区）
葉栗　翔 多田　栞 内野　健司 吉本　和明
短刀初段 短槍初段 短刀初段 短刀三段

初段以上 宮本　真也 五島　優 西本　理央 藤井　鳴海
団体戦 楯小太刀初段 楯小太刀初段 楯小太刀初段 楯小太刀初段

鈴木　義明 高橋　秀和 馬淵　翔 太田　尊之
楯長剣初段 楯長剣初段 楯長剣初段 楯長剣三段

眞保　篤 大塚　義明 中村　伸彦 稲田　靖
棒二段 棒初段 棒初段 棒初段

菅井　大輔 多田　悟 森　淳一 東　憲一
長槍初段 長槍三段 長槍二段 長槍四段

グランド
チャンピオン

斉藤　翼早
（順位なし） 小太刀　7～８級

中丸小学校
港北区

県立武道館SC

藤岡　秋介 佐藤　芳勇
神戸大学 大庭中学校
二刀三段

第２０回　横浜市スポーツチャンバラ選手権大会
　　　　　　兼ハンディキャッパー交流大会

【個人戦】

平成２７年７月５日　　於：平沼記念体育館

打突競技 部門

打突競技　部門

初段以上 １級～１０級

フェアプレー賞

クラブチーム対抗戦

長剣ﾌﾘｰ４級
大阪府 藤沢市

大阪蒼龍館SC 藤沢青少年会館SC



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

福島　圭祐 横倉　羽奏 佐々木　羅夢 城戸　龍樹
初心者体験 むらおか幼稚園 セント・メリー幼稚園 都筑ひよこ保育園 並木幼稚園

（小学生未満） 藤沢市 港南区 都筑区 中区
藤沢青少年会館SC くうねるあそ部SC ＢＳＣ SC 横浜馬車道SC

小松　貞治 城戸　美和 日吉　颯介 大内　千裕
初心者体験 一般 一般 杉本小学校 県立保健福祉大学

（小学生以上） 中区 鎌倉市 藤沢市 磯子区
横浜馬車道SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館SC 横浜杉田SC

山﨑　友寛 加藤　咲恵 福島　昌人 渡邉　理仁
９級～１０級 玉川学園小学部 秋葉小学校 新林小学校 ｽﾀｰﾁｬｲﾙﾄﾞ中山ﾅｰｻﾘｰ

９級 ９級 １０級 ９級
川崎市 戸塚区 藤沢市 港北区

スマイルSC スマイルSC 藤沢青少年会館SC 県立武道館SC

竹内　凰騎 大澤　友貴 中西　拓海 竹内　妃那
７級～８級 秦野市立西小学校 高ヶ坂小学校 北方小学校 秦野市立西小学校

８級 ８級 ８級 ７級
秦野市 町田市 磯子区 秦野市

秦野紫電塾SC まちだSC 横浜杉田SC 秦野紫電塾SC

河野　蒼馬 渡邉　珠怜 景山　海琉 赤堀　秀磨
４級～６級 片瀬中学校 中山中学校 汐見台小学校 片瀬小学校

４級 ６級 ６級 ６級
藤沢市 港北区 磯子区 藤沢市

藤沢青少年会館SC 県立武道館SC 山王台SC 藤沢青少年会館SC

郡家　正明 栗原　理仁 赤松　優樹
１級～３級 鹿島学園高校 上溝南高校 明治大学 該当者なし

１級 ２級 １級
港北区 相模原市 東京都

県立武道館SC スマイルSC 明治碧剣会SC

櫻井　一雄 西本　理央 菅井　大輔 東　洋介
初段以上 一般 一般 一般 一般

三段 三段 三段 初段
川崎市 港北区 磯子区 中区

川崎岡上SC 県立武道館SC 横浜杉田SC 横浜馬車道SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

小森　さや香 小島　健歩 小島　遥歩
初心者体験 法政大学 富士見台小学校 富士見台小学校 該当者なし

港北区 港南区 港南区
ＨＯＳＥＩ SC くうねるあそ部SC くうねるあそ部SC

佐々木　隆公 石橋　稜大 福島　ともか 横倉　丞司
８級～１０級 都田西小学校 藤沢小学校 新林小学校 富士見台小学校

８級 １０級 ９級 ９級
都筑区 藤沢市 藤沢市 港南区

ＢＳＣ SC 藤沢青少年会館SC 藤沢青少年会館SC くうねるあそ部SC

柳沢　大陸 渡邉　修永 秋山　悠斗 岸　綾馬
５級～７級 辻堂小学校 中山小学校 東生田小学校 船越小学校

６級 ７級 ７級 ６級
藤沢市 横浜市 川崎市 横須賀市

藤沢青少年会館SC 県立武道館SC スマイルSC スマイルSC

佐藤　芳勇 渡辺　徹 渡辺　佐世子 東郷　優芽香
１級～４級 大庭中学校 一般 一般 村岡中学校

４級 １級 ４級 ４級
藤沢市 港北区 港北区 藤沢市

藤沢青少年会館SC 県立武道館SC 県立武道館SC 藤沢青少年会館SC

打突競技 部門

部内競技

小太刀

長剣フリー



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

露崎　悟 長谷部　洋祐 東　憲一 氏家　章雄
初段以上 一般 一般 一般 明治大学

初段 五段 五段 初段
町田市 川崎市 神奈川区 東京都

東京よみまちSC スマイルSC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

栗原　悠里 稲田　靖 島田　千太郎 平石　由輝
１級～１０級 上溝南中学校 一般 第一小学校 芹が谷中学校

３級 １級 ７級 ８級
相模原市 神奈川区 港南区 港南区

スマイルSC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ くうねるあそ部SC くうねるあそ部SC

藤岡　秋介 馬淵　翔 西村　知也 岸　紫緒里
初段以上 神戸大学 法政大学 東京大学 横浜創英大学

三段 二段 初段 初段
大阪府 港北区 港北区 港北区

大阪蒼龍館SC 県立武道館SC 県立武道館SC 県立武道館SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

田中　蓉也 田中　美紗季 曽根田　渉 中西　拓海
１級～１０級 明治大学 白百合女子大学 明治大学 北方小学校

１級 １級 １級 ７級
東京都 東京都 東京都 横浜市

明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 横浜杉田SC

小山　雅史 東　洋介 高橋　秀和 久保　一二三
初段以上 一般 一般 一般 一般

二段 初段 初段 初段
東京都 中区 港北区 川崎市

横浜馬車道SC 県立武道館SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

奥永　悟生 佐々木　隆公 渡辺　二瑚 石橋　稜大
８級～１０級 浜小学校 都田西小学校 中山中学校 藤沢小学校

８級 ８級 ９級 ９級
磯子区 港北区 港南区 藤沢市

山王台SC ＢＳＣ SC 県立武道館SC 藤沢青少年会館SC

柳沢　大陸 赤堀　秀磨 渡邉　珠怜 俵迫　瑛翔
６級～７級 辻堂小学校 片瀬小学校 中山小学校 座間小学校

６級 ６級 ６級 ６級
藤沢市 藤沢市 港北区 相模原市

藤沢青少年会館SC 藤沢青少年会館SC 県立武道館SC 相模原磯SC

開元　宏樹 河野　蒼馬 石井　優希 多田　栞
１級～５級 日本大学 片瀬中学校 松蔭大学 新横浜歯科衛生士専門学校

１級 ４級 ３級 ３級
港北区 藤沢市 港北区 港北区

県立武道館SC 藤沢青少年会館SC 県立武道館SC 県立武道館SC

長谷部　洋祐 五島　優 西本　理央 齊藤　立樹
初段以上 一般 国士舘大学 一般 明治大学

五段 初段 初段 初段
川崎市 港北区 港北区 東京都

スマイルSC 県立武道館SC 県立武道館SC 明治碧剣会SC

二刀

部外競技

長剣両手

楯小太刀



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

渡辺　徹 西村　誠一 郡家 正浩 秋山　利貴
１級～１０級 一般 一般 中原養護学校 一般

１級 １級 ３級 １級
港北区 川崎市 港北区 川崎市

県立武道館SC スマイルSC 県立武道館SC スマイルSC

馬淵　翔 露崎　悟 伊藤　和規 今野　浩太郎
初段以上 法政大学 一般 一般 一般

初段 初段 初段 初段
港南区 町田市 東京都 港南区

県立武道館SC 東京よみまちSC 県立武道館SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

藤岡　秋介 石光　大生 森　淳一 稲田　靖
初段以上 神戸大学 国士舘大学 一般 一般

二段 初段 二段 初段
大阪府 東京都 港北区 神奈川区

大阪蒼龍館SC 東京よみまちSC 県立武道館SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

栗原　眞人 横倉　允司 田中　佑汰 景山　海琉
１級～１０級 上溝南中学校 一般 林中学校 汐見台小学校

短槍４級 短槍１級 棒４級 短槍６級
相模原市 横浜市 厚木市 磯子区

スマイルSC くうねるあそ部SC 厚木カルチャーSC 山王台SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

佐藤　志穂 太田　尊之 菅井　大輔 内野　健司
初段以上 一般 一般 一般 一般

短槍初段 短槍初段 短槍初段 短刀初段
町田市 神奈川区 磯子区 港北区

東京よみまちSC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 横浜杉田SC 県立武道館SC

短槍・短刀

楯長剣

長　槍

短槍・長槍・棒・杖



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

横倉　羽奏 佐々木　羅夢 櫻井　裕理 福島　圭祐
初心者体験 セント・メリー幼稚園 都筑ひよこ保育園 浜竹幼稚園 むらおか幼稚園

（小学生未満） 港南区 都筑区 藤沢市 藤沢市
くうねるあそ部SC ＢＳＣ SC DREAMWAY湘南SC 藤沢青少年会館SC

日吉　颯介 河野　恋 小松　智美 星　伶琉
初心者体験 杉本小学校 一本松小学校 一般 篠原西小学校

（小学生以上） 海老名市 都筑区 中区 港北区
藤沢青少年会館SC ＢＳＣ SC 横浜馬車道SC 県立武道館SC

渡辺　二瑚 福島　昌人 木下　昌直 横倉　丞司
９級～１０級 中山小学校 新林小学校 一般 富士見台小学校

９級 １０級 ９級 ９級
港北区 藤沢市 川崎市 川崎市

県立武道館ＳＣ 藤沢青少年会館SC スマイルSC くうねるあそ部SC

竹内　凰騎 佐々木　隆公 小川　莉央 山﨑　友寛
７級～８級 西小学校(秦野市） 都田西小学校 西小学校(秦野市） 玉川学園

７級 ７級 ８級 ８級
秦野市 都筑区 秦野市 川崎市

秦野紫電塾SC ＢＳＣ SC 秦野紫電塾SC スマイルSC

竹内　妃那 佐藤　芳勇 東郷　優芽香 俵迫　瑛翔
４級～６級 西小学校(秦野市） 大庭中学校 村岡中学校 座間小学校

５級 ４級 ４級 ５級
秦野市 藤沢市 藤沢市 相模原市

秦野紫電塾SC 藤沢青少年会館SC 藤沢青少年会館SC 相模原磯SC

秋山　利貴 藤井　鳴海 石井　優希 秋山　久美子
１級～３級 一般 湘南学園中学校 松蔭大学 一般

１級 ３級 ２級 １級
川崎市 鎌倉市 港北区 川崎市

スマイルSC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 県立武道館SC スマイルSC

大津　南 今野　浩太郎 多田　栞 西村　知也
初　段 一般 一般 新横浜歯科衛生士専門学校 東京大学

初段 初段 初段 初段
秦野市 港北区 港北区 港北区

秦野勝敏SC 県立武道館SC 県立武道館SC 県立武道館SC

長谷部　洋祐 藤岡　秋介 栗原　静香 眞保　篤
二段以上 一般 神戸大学 一般 一般

五段 三段 二段 二段
川崎市 大阪府 川崎市 磯子区

スマイルSC 大阪蒼龍館SC スマイルSC 横浜杉田SC

基本動作 部門


