
グランド
チャンピオン

小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

城山　健心 池田　橙生 横山　結愛 横山　蒼空
初心者体験 香川県 香川県 香川県 香川県

（小学生以下） 坂出無心会SC 坂出無心会SC 坂出無心会SC 坂出無心会SC
中川　香織 山本　晃士 高島　弥佳 川村　一彦

初心者体験 愛媛県 高知県 愛知県 宮城県
（中学生以上） 土佐龍馬SC 愛知童夢殿SC

安田　真央 大西　蒼真 藤谷　鷲 和田　典佳
６級～１０級 ６級 ８級 ９級 １０級

岡山県 岡山県 岡山県 岡山県
ＴＳＫSC ＴＳＫSC ＴＳＫSC ＴＳＫSC

森本　樹 照井　蒼 茨城　羚夏 島田　逸郎
１級～５級 １級 ５級 ３級 ５級

愛媛県 兵庫県 鳥取県 岡山県
兵庫真成苑SC 岡山総社SC

磯上　裕宣 佐藤　芳基 渡邊　健斗 西塚　美波
初段以上 四段 五段 初段 初段

兵庫県 千葉県 愛媛県 千葉県
兵庫真成苑SC SC志闘館

部内競技

大阪蒼龍館SC 土佐龍馬SC

３位

藤岡　秋介 野村　五月

兵庫真成苑SC

二刀二段 基本動作四段
大阪府
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長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

城山　健心 池田　橙生 横山　結愛 横山　蒼空
初心者体験 香川県 香川県 香川県 香川県

（小学生以下） 坂出無心会SC 坂出無心会SC 坂出無心会SC 坂出無心会SC

高木　一 雲形　瑠伊 今村　将大 山本　晃士
初心者体験 愛媛県 愛媛県 愛媛県 高知県

（中学生以上） 松山SC 土佐龍馬SC

高島　彩皐 柳生　爽羽 町田　澪星 中川　愛琉
６級～１０級 １０級 １０級 ７級 ６級

愛知県 香川県 鳥取県 京都府
愛知童夢殿SC 坂出無心会SC

濱岡　武文 椎葉　海人 細川　智穂 山下　浩明
１級～５級 １級 ４級 ４級 ３級

徳島県 香川県 東京都 徳島県
阿波の禅大和道場SC 坂出無心会SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 阿波の禅大和道場SC

永井　将史 柴田　智弘 和田　奈々 粟井　聡
初段以上 三段 五段 初段 二段

東京都 三重県 愛知県 兵庫県
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 愛知童夢殿SC 兵庫真成苑SC

二刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

霧島　秀 藤井　洸鷹 髙杉　実奈美 町田　優月
１級～１０級 １級 ３級 １級 ７級

愛媛県 香川県 香川県 鳥取県
坂出無心会SC DreamWay屋島SC

藤岡　秋介 加藤　広也 岩田　晃和 廣田　真二
初段以上 二段 初段 二段 初段

大阪府 福井県 愛媛県 京都府
大阪蒼龍館SC 福井青空SC

長剣フリー

永井　将史
長剣フリー三段

東京都
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

藤岡　秋介
二刀二段
大阪府

大阪蒼龍館SC

３位

３位

二　刀



長剣両手代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

椎葉　海人 大西　蒼真 川本　衛治 森本　樹
１～１０級 ４級 ６級 １級 １級

香川県 岡山県 愛媛県 愛媛県
坂出無心会SC ＴＳＫSC 松山SC
依田　純太 三木　郁弥 西塚　和成 廣田　真児

初段以上 二段 初段 二段 初段
兵庫県 奈良県 千葉県 京都府

高砂純心SC 奈良三郷SC SC志闘館

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

藤谷　向夏 安田　真央 柳生　光輝 高橋　慶多
６級～１０級 ８級 ８級 １０級 ７級

岡山県 岡山県 香川県 高知県
ＴＳＫSC ＴＳＫSC 坂出無心会SC 土佐龍馬SC

落合　玲裕 桐島　秀 照井　蒼 高木　希空
１級～５級 １級 １級 ５級 ４級

北海道 愛媛県 兵庫県 愛媛県
どさんこSC 兵庫真成苑SC
磯上　裕宣 福島　誠次 粟井　聡 西塚　沙月

初段以上 四段 二段 初段 初段
兵庫県 兵庫県 兵庫県 千葉県

兵庫真成苑SC 高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC SC志闘館

楯長剣代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

藤井　悠生 髙島　彩皐 髙島　実希 町田　優月
６級～１０級 ７級 １０級 １０級 ７級

香川県 愛知県 愛知県 鳥取県
坂出無心会SC 愛知童夢殿SC 愛知童夢殿SC
藤井　洸鷹 落合　早輝 濱岡　武文 町田　健二

１級～５級 ３級 ４級 １級 １級
香川県 北海道 徳島県 鳥取県

坂出無心会SC どさんこSC 阿波の禅大和道場SC
永井　将史 石川　大雅 岩田　晃和 西塚　美波

初段以上 初段 初段 二段 初段
東京都 愛媛県 愛媛県 千葉県

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 愛媛仁武館SC SC志闘館

楯小太刀
磯上　裕宣

楯小太刀四段
兵庫県

兵庫真成苑SC

永井　将史
楯長剣初段

東京都
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

３位

３位

３位

楯長剣

部外競技

長剣両手
依田　純太

長剣両手二段
兵庫県

高砂純心SC



優　勝 準優勝

佐藤　芳基 川田　多美子 柴田　智弘 谷山　師俊
１０級以上 長槍三段 長槍五段 長巻二段 長槍二段

千葉県 香川県 三重県 愛知県
DreamWay屋島SC 愛知童夢殿SC

優　勝 準優勝

眞保　篤 和田　いくな 杉本　亘生 宮本　真也
１０級以上 短槍五段 短刀初段 短槍初段 楯短刀三段

神奈川県 愛知県 奈良県 神奈川県
横浜杉田ＳＣ 愛知童夢殿SC 生駒SC 横浜杉田SC

優　勝 準優勝

藤井　澪那 高島　彩皐 山本　礼恩 大西　一菜
８～１０級 ８級 １０級 ８級 ８級

香川県 愛知県 岡山県 岡山県
坂出無心会SC 愛知童夢殿SC 岡山総社SC ＴＳＫSC

藤井　悠成 椎葉　楓 安田　真央 池　紀征
５級～７級 ５級 ６級 ７級 ５級

香川県 香川県 岡山県 高知県
坂出無心会SC 坂出無心会SC ＴＳＫSC 土佐龍馬SC

喜多谷　彩葉 細川　智穂 小林　知生 藤井　洸鷹
１級～４級 １級 ４級 １級 ３級

徳島県 東京都 徳島県 香川県
阿波の禅大和道場SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 阿波の禅大和道場SC 坂出無心会SC

澤田　真帆 髙杉　実奈美 落合　早輝 和田　奈々
初　段 初段 初段 初段 初段

高知県 香川県 北海道 愛知県
土佐龍馬SC DreamWay屋島SC どさんこSC 愛知童夢殿SC

野村　五月 喜多谷　知子 福島　誠次 上田　真弓
二段以上 四段 二段 二段 二段

高知県 徳島県 兵庫県 徳島県
土佐龍馬SC 阿波の禅大和道場SC 高砂武蔵SC 阿波の禅大和道場SC

長槍・長巻・棒

短槍・短刀・杖・楯短刀

３位

３位

基本動作 部門

３位


