
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

兵庫真成苑SC 佛教大学SC 神戸小部東ほっとSC
磯上　裕宜 田中　力 門脇　直彦
長剣F 三段 長剣F 初段 長槍 五段

合　戦 市古　憲一郎 小谷　沙耶佳 門脇　高空
（320㎝以下） 小太刀 二段 小太刀 初段 小太刀 二段

植田　龍弥 北川　孝太 伊藤　寛記
小太刀 二段 小太刀 初段 小太刀  1級

下夷　竜生 坂根　悠斗 （兵庫県）

長剣F 初段 長剣F 1級

（兵庫県） （京都府）

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

大阪蒼龍館SC 土佐龍馬SC DreamWay屋島
山本　美樹 山本　里香 藤沢　由規美
小太刀 三段 小太刀 初段 小太刀 二段

基本動作 山本　華奈 澤田　真帆 髙杉　実奈美
（3名同時） 小太刀 初段 小太刀 初段 小太刀 初段

山本　華澄 頭本　紗樹 田中　優名
小太刀 初段 小太刀 初段 小太刀 8級

（大阪府） （高知県） （香川県）

グランド
チャンピオン 長槍 二段 基本動作 初段

屋島中学校

第１回西日本スポーツチャンバラ選手権大会

2017年6月11日　　於：高松市牟礼総合体育館

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

川田　雄太郎 髙杉　実奈美

香川県 香川県

DreamWay屋島SC DreamWay屋島SC

兼　アジア・オセアニア大会 日本代表選考会

兼　第２回田邊哲人杯争奪戦大会

【団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門



大友　健
小太刀代表 國學院大學

（グラチャン戦出場） 1級
東京都

國學院武刀会SC

優　勝 準優勝

高木　希空 市村　結喜 梅谷　彩加 大西　蒼真
8級～10級 椿小学校 川島小学校 伊保小学校 邑久小学校

8級 9級 8級 9級
愛媛県 香川県 兵庫県 岡山県
松山SC DreamWay屋島SC 高砂純心SC TSK SC

橋本　尚也 宮津　聡 藤原　あず希 徳田　匠紀
3級～7級 浜の宮小学校 丸橋小学校 岩岡中学校 川津小学校

7級 7級 5級 7級
兵庫県 兵庫県 兵庫県 香川県

高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC 兵庫真成苑SC 坂出無心会SC

大友　健 大谷　悦志 髙澤　朋之 峠　敬太
1級～2級 國學院大學 岡山大学 國學院大學 明治大学

1級 1級 1級 1級
東京都 岡山県 神奈川県 東京都

國學院武刀会SC 國學院武刀会SC 明治碧剣会SC

磯上　裕宜 和田　清隆 三野　敦輝 福島　誠次
初段以上 　

四段 三段 二段 二段
兵庫県 大阪府 香川県 兵庫県

兵庫真成苑SC 履正十三SC 坂出無心会SC 高砂武蔵SC

小山　雅史
長剣フリー代表 　
（グラチャン戦出場） 二段

東京都
文京SC

優　勝 準優勝

外間　實晃 藤田　穏空 別所　萌望乃
7級～10級 米田小学校 浜の宮小学校 長尾小学校

7級 7級 7級
兵庫県 兵庫県 兵庫県

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC

椎葉　海人 大竹　悠仁 松長　和玖 押条　太希
4級～6級 飯野小学校 曽根小学校 城東小学校 妻鳥小学校

4級 5級 4級 6級
香川県 兵庫県 徳島県 愛媛県

坂出無心会SC 高砂純心SC 阿波の禅大和道場SC 仁武館愛媛SC

坂根　悠斗 冨田　剛弘 岳田　倖太
1級～3級 佛教大学 國學院大學

1級 1級 1級
京都府 東京都 高知県

佛教大学SC 國學院武刀会SC 土佐龍馬SC

小山　雅史 依田　純太 綿引　真紀 岩田　紘典
初段以上 　 流通科学大学 飯山中学校

二段 二段 初段 初段
東京都 兵庫県 富山県 香川県
文京SC 高砂純心SC 雄翔会富山SC 坂出無心会SC

【個人戦】　打突競技 部門

部内競技

３位

長剣フリー

３位

小太刀



藤岡　秋介
二刀代表

（グラチャン戦出場） 二段
大阪府

大阪蒼龍館SC

優　勝 準優勝
矢倉　匡 髙杉　実奈美 中村　航大

1級～10級 大阪偕星学園高等学校 屋島中学校 甲武中学校
1級 1級 4級

千葉県 香川県 兵庫県
千葉童心塾優士SC DreamWay屋島SC 兵庫刀流館SC

藤岡　秋介 岩田　晃和 佐々木　晟人 船越　晋
初段以上 松山大学 関西学院大学 東京大学

二段 二段 二段 初段
大阪府 香川県 兵庫県 東京都

大阪蒼龍館SC 坂出無心会SC DreamWay兵庫SC 東大颯剣会SC

優　勝 準優勝
渡邊　健斗 山中　啓 峠　敬太

1～10級 松山大学 岡豊高等学校 明治大学

1級 3級 1級

愛媛県 高知県 東京都

土佐龍馬SC 明治碧剣会SC

市古　憲一郎 矢倉　史也 小山　雅史
初段以上 明石清水高等学校 関西福祉科学大学

初段 初段 二段

兵庫県 千葉県 東京都

兵庫真成苑SC 千葉童心塾優士SC 文京SC

福島　誠次
楯小太刀代表
（グラチャン戦出場） 二段

兵庫県

高砂武蔵SC

優　勝 準優勝
藤原　瑞希 田中　嶺児 名嶋　敬次朗

9級～10級 岩岡小学校 荒井小学校 米田小学校

10級 10級 9級

兵庫県 兵庫県 兵庫県

兵庫真成苑SC 高砂純心SC 高砂武蔵SC

橋本　尚也 宮津　聡 梅谷　彩加 細川　智穂
7級～8級 浜の宮小学校 丸橋小学校 伊保小学校 高井戸第四小学校

7級 7級 8級 7級

兵庫県 兵庫県 兵庫県 東京都

高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC 高砂純心SC 挑錬侍館SC TOKYO

喜多谷　彩葉 真鍋　航輝 新居田　睦
2級～6級 第二中学校（鳴門市） 南小学校（四国中央市） 南小学校（四国中央市）

3級 5級 5級

徳島県 愛媛県 愛媛県

阿波の禅板野SC 仁武館愛媛SC 仁武館愛媛SC

福島　誠次 湊　拓馬 船越　晋 冨田　剛弘
1級以上 國學院大學 東京大学 國學院大學

二段 初段 初段 1級

兵庫県 東京都 東京都 東京都

高砂武蔵SC 國學院武刀会SC 東大颯剣会SC 國學院武刀会SC

部外競技

長剣両手

楯小太刀

二　刀

３位

３位

３位



宮津　綾
楯長剣代表 伊丹西高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県

兵庫刀流館SC

優　勝 準優勝
田村　翔 中村　航大 椎葉　海人 大竹　悠仁

4級～10級 若宮小学校 甲武中学校 飯野小学校 曽根小学校

5級 4級 4級 5級

兵庫県 兵庫県 香川県 兵庫県

高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC 坂出無心会SC 高砂純心SC

内田　貴則 植田　磨弥 豊岡　大輝 髙澤　朋之
1級～3級 横浜国立大学 明石清水高等学校 岡山大学 國學院大學

1級 2級 1級 1級

神奈川県 兵庫県 岡山県 神奈川県

横国翔剣会SC 兵庫真成苑SC 國學院武刀会SC

宮津　綾 岩田　晃和 竹田　圭佑 原科　太一
初段以上 伊丹西高等学校 松山大学 横浜国立大学

初段 初段 初段 三段

兵庫県 香川県 愛媛県 神奈川県

兵庫刀流館SC 坂出無心会SC 松山竹田SC 横国翔剣会SC

優　勝 準優勝
宮津　佐俊 綿引　真紀 和田　恭典

10級以上
短刀 二段 短刀 二段 短刀 初段

兵庫県 富山県 岡山県

兵庫刀流館SC 雄翔会富山SC 岡山総社SC

優　勝 準優勝
川田　雄太郎 門脇　直彦 甲斐　翔太

10級以上 國學院大學

長槍 二段 長槍 五段 長槍 1級

香川県 兵庫県 東京都

DreamWay屋島SC 神戸小部東ほっとSC 國學院武刀会SC

短刀・短槍・杖

楯長剣

３位

長槍・長巻・棒

３位

３位



優　勝 準優勝

植松　由稀奈 谷口　愛迦 中村　紅陽 名嶋　敬次朗
8級～10級 米田小学校 米田西小学校 川津小学校 米田小学校

9級 9級 8級 9級

兵庫県 兵庫県 香川県 兵庫県

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 坂出無心会SC 高砂武蔵SC

宮津　聡 村上　心優 細川　智穂 梅谷　彩加
5級～7級 丸橋小学校 曽根小学校 高井戸第四小学校 伊保小学校

7級 7級 7級 7級

兵庫県 兵庫県 東京都 兵庫県

兵庫刀流館SC 高砂純心SC 挑錬侍館SC TOKYO 高砂純心SC

橋本　真衣 藤井　洸鷹 川崎　琉孔
2級～4級 浜の宮小学校 綾歌中学校 垂水小学校

4級 3級 4級

兵庫県 香川県 鹿児島県

高砂武蔵SC 坂出無心会SC 鹿児島練成会SC

伊藤　寛記 島村　歩乃佳 東間　春佳 甲斐　翔太
1　級 桜の宮中学校 阿波高等学校 日本女子大学 國學院大學

1級 1級 1級 1級

兵庫県 徳島県 埼玉県 東京都

神戸小部東ほっとSC 阿波の禅板野SC 明治碧剣会SC 國學院武刀会SC

髙杉　実奈美 松長　義則 山本　華澄 船越　晋
初　段 屋島中学校 茨田高等学校 東京大学

初段 初段 初段 初段

香川県 徳島県 大阪府 東京都

DreamWay屋島SC 阿波の禅板野SC 大阪蒼龍館SC 東大颯剣会SC

川田　雄太郎 喜多谷　知子 佐々木　晟人 矢倉　士
二段以上 関西学院大学

三段 二段 二段 二段

香川県 徳島県 兵庫県 千葉県

DreamWay屋島SC 阿波の禅板野SC DreamWay兵庫SC 千葉童心塾優士SC

山崎　真司
楯小太刀

順位なし 潮江中学校

5級

高知県

土佐龍馬SC

フェアプレー賞

３位

【個人戦】　基本動作 部門


