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○第３８回２０1３年

○第３７回２０1２年 全国少年少女チャンピオン 矢倉士（大阪府）

　　基本動作チャンピオン 武井綾音（千葉県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 関東地区代表 原科直之（監督）

田村勇樹　藤田英之　大野龍一　安部天斗

　 　　  基本動作競技 優勝 四国地区代表 川田多美子（監督）

高杉優作　川田友梨子　居嶋晃大

○第３６回２０1０年 全国少年少女チャンピオン 林田 雄貴（大阪府）

　　基本動作チャンピオン 武井綾音（千葉県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 近畿地区代表 林光一（監督）

疋田晴彦　林田光貴　浜田悠河

　 　　  基本動作競技 優勝 関東地区代表 東前昭良（監督）

原田宗範　佐々木裕太　大野龍一

(2011年は東日本大震災のため中止）

○第３５回２００９年 全国少年少女チャンピオン 藤岡 秋介（香川県）

　　基本動作チャンピオン 野村 五月（高知県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 関東地区代表 東前昭良（監督）

奥島 朗　吉村 明倫　大野龍一　

　 　　  基本動作競技 優勝 四国地区代表 野村 美雪（監督

井原 卓也　高杉優作　作江 洋哉

○第３４回２００８年 全国少年少女チャンピオン 磯上 裕宜（兵庫県

　   基本動作チャンピオン 野村 五月（高知県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 関東地区代表 東前昭良（監督）

宮本真也　吉村 明倫　田村勇樹

　 　　  基本動作競技 優勝 四国地区代表 勝見道元（監督）

岩田麻佑花　岩田健吾　野村五月

○第３３回２００７年 全国少年少女チャンピオン 田村 勇樹（神奈川県）

　   基本動作チャンピオン 野村 五月（高知県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 関東地区代表 東前昭良（監督）

宮本真也　吉村 明倫　田村勇樹

　 　　  基本動作競技 優勝 四国地区代表 木村俊（監督）

　 野村五月　岩田健吾　藤岡秋介

○第３２回２００６年 全国少年少女チャンピオン 

　　基本動作チャンピオン

　　　　　　　　　　　　　　　　　（国別対抗団体戦・打突）CHAMPION   JAPAN団体戦　打突競技 優勝 関東地区代表 島田征彦（監督）

川瀬岳大　永井将史　伊藤真樹男

　 　　  基本動作競技 優勝 四国地区代表 大石孝（監督）

　 川田友梨子　野村五月　藤岡秋介

○第３１回２００５年 全国少年少女チャンピオン 小林 誠（神奈川県）

　　基本動作チャンピオン 鎌田 朱美（埼玉県）

○第３０回２００４年 全国少年少女チャンピオン 山野辺 賢太（千葉県

○第２９回２００３年 全国少年少女チャンピオン 小田 竜二（青森県）

○第２８回２００２年　全国少年少女チャンピオン 山野辺 賢太（千葉県）

○第２７回２００１年　全国少年少女チャンピオン 細川 浩康（東京都）

○第２６回２０００年　全国少年少女チャンピオン 細川 浩康（東京都）

○第２５回１９９９年　全国少年少女チャンピオン 田中 大介（東京都）

○第２４回１９９８年　全国少年少女チャンピオン 

○第２３回１９９７年　全国少年少女チャンピオン 該当なし

○第２２回１９９６年　全国少年少女チャンピオン 森 淳一（神奈川県）

○第２１回１９９５年　全国少年少女チャンピオン 山辺 北斗（東京都）

○第２０回１９９４年　全国少年少女チャンピオン 山辺 北斗（東京都）

？

全国少年少女スポチャン選手権大会  栄光の記録　歴代チャンピオン
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大会時程表

○9:00　集　合   ・司会進行　　横山久道

○ 9:30　開会式   ・整列担当　　細川健一、田邊賢一、東前昭良、田村秀三、岩尾光平

    ・号　　令　　多田　悟、林　光一、竹中明美

    ・審 判 長　　木村　俊（香川） 

    ・検 査 長　　永田剛太郎（熊本）、石山　愿（山形）、白石田宗雄（福島）

１，選手入場（基本動作）　　２、審判団入場　　　３、整列報告

１　開　会　宣　言         実行委員会委員　　鈴木　義男

２　協会旗注目及び協会歌斉唱

３　大会会長挨拶        静岡市長　　田辺　信宏

４　大会名誉会長挨拶　　　　  （公社）日本・国際スポーツチャンバラ協会会長　　田邊　哲人

５　来　賓　祝　辞        　　  望月　俊明

                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣持　邦昭

６　試　合　説　明　　・各種目個人戦は段級別で実施。 

　　　　　　　　　　　　  ・団体戦はチーム勝抜き戦

７　選　手　宣　誓　　・矢倉　士（第 37回全国少年少女選手権大会チャンピオン  ）

　　　　　　　　　　　　 ・武井綾音（第 37回全国少年少女選手権大会基本動作チャンピオン  ） 

８　特　別　演　武　　【基本動作の部】　　号令　米倉明秀教士六段

　　　　　　　　　　　　 ・武井綾音（第 37回全国少年少女選手権大会基本動作チャンピオン  ） 

　　　　　　　　　　　　 【打突競技の部】　

　　　　　　　　　　　　  ・矢倉　士（第 37回全国少年少女選手権大会チャンピオン  ）対　地元選手

                                                                審判　田邊賢一教士七段 (1999年世界チャンピオン）

                              　　　　　　　 　　　　東前昭良錬士六段 (1999年世界チャンピオン）

○ 10:00～個人戦  　  ・８地区団体戦は、（Ａ .基本動作）３名１チーム。（３名同時に実施）１級　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　    審判 10名（打突競技）合戦 320㎝ルール．

○ 11:00～ 　　　　     ・個人戦は、基本動作（グラチャンまで実施）、小太刀、長剣フリー、二刀の順で実施．

○ 12:00～ 12:30      ・昼　食

○ 12:40～試合           ・午前に引き続き試合を実施

○ 14:30～  　             ・各部門代表者によるグランドチャンピオン決定戦。

　　　　　　　　　　　     （決定戦は、所有する段級に限って出場ができます。得物 160㎝以下で実施）

○ 15:30～閉会式 （表彰は、適宜に実施）

　・講評　大会名誉会長　田邊　哲人

　・御礼の言葉　実行委員会副会長　岩邊　泰

　・万歳三唱　

　・閉会の辞（16:00)　実行委員会副会長　古牧　保雄

〔用具検査〕

　・大会運営委員　田村勝家、田村秀三、他

　※協会指定の用具以外の使用は，安全の為、全てを禁止する。

　※用具の貸借は、禁止する。　※安全と公平の為、規定のエアーソフトとする。
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大会運営部

◎大会運営部（司会と運営部）  横山久道、田村勝家

◎整列担当部（号令・整列）  細川健一、田邊賢一、東前昭良、田村秀三、岩尾光平

　　　　　　 （基本動作号令）  多田　悟、林　光一、田水秀典、臼井澄史、河村直仁

◎場内外担当  小池善一郎、望月令子、大野敏夫、国本明夫、高山　忍、　

    望月茂孝

◎写真班   細川俊昭、片山和美

◎記録担当   今坂光太、川田多美子、大平雄喜

◎表彰担当   古牧保雄、清水範久、国本明夫

◎昼食・接待  古牧照敏、大野敏夫、石切山泰三、薩川基子、原田妙子、　

　及びコート係兼任 古牧輝代、小野川雅代、谷川安栄、鈴木宣子

◎受付担当   小林正子、小林佳世、相沢由希子、古牧照敏、石切山泰三

◎庶務担当   古牧保雄、糟谷祥道

◎救護担当   片瀬康子、水田靖子、石原久美、尾田浩江

◎売店担当   由比町商工会、清水農協、由比港漁協、由比桜海老商工業協同組合

◎表彰状感謝状担当 望月百合子、望月恵美子、望月淑子、有賀いそ子　

◎交通立哨担当  原　藤蔵、柚木達雄　神沢秀敏、小池善一郎、高山　忍、

    望月茂孝

◎レセプション担当 望月令子、望月喜代美、佐野里美、石川智子、笹間節子、　

　　　　　　　　　 望月小由里、佐野智子

◎試合場スタッフ担当（コート係、記録伝達他）※タスキは選手が各自で付ける事

※各コートの審判員は、入賞者４名の記録を記録係に渡して下さい。

　表彰は、表彰状が作成次第適宜に行います。

□第１コート  ○望月佐一、小野　隆、豊島徳行、木村美千江

□第２コート  ○望月一伸、石川武夫、望月由香利、望月久代

□第３コート  ○風岡達也、福島智正、大城和代、望月久代

□第４コート  ○古谷誠貴、山岡弘明、遠藤里未、鈴木裕己

□第５コート  ○櫻井俊久、坂間美夏、望月芳信、古牧衣子

□第６コート  ○森田育生、石川健太、横田　稔、望月喜代美

□第７コート  ○牧田有司、望月　篤、佐野里美、望月小百合

□第８コート  ○永島良平、古牧　敦、望月美香、石川智子、佐野智子

□決勝コート（第９） ○片山晃太、北條健二、酒井徹也、笹間節子

（○印はコート運営責任者）
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１級公認審判員 ※スポチャンのホームページ（2012 年活動集計表の県別種目別・審判段位を参照）
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『スポーツ拠点づくり推進事業』　第７回全国少年少女スポチャン選手権大会
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