
平成２５年３月２４日　静岡市由比体育館（静岡県）

優勝 準優勝 ３位 ４位
クラブ対抗 関東ブロック 中部ブロック 北海道ブロック 四国ブロック

団体戦 吉村　明倫 三浦　崇 落合　祐輝 井川　啓貴
（３２０ｃｍ） 藤田　英之 大島　陸生 落合　玲祐 寺尾　力也

武井　裕哉 石黒　雄平 落合　早輝 石川　大雅
武井　綾音

童心塾スポチャンクラブちば ＮＳスポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ （埼玉県）

優勝 準優勝 ３位 ４位
クラブ対抗 四国ブロック 中国ブロック 近畿ブロック 北海道ブロック

団体戦 亀井　友志 片山　諒 石原　有彩 落合　祐輝
（３名同時） 亀井　大志 小豆澤　由佳 瀬戸　紀海 落合　玲祐

上田　太郎 森岡　真矢 上野　文華 落合　早輝
阿波の禅板野スポチャンクラブ 山口川上スポチャンクラブ 有朊館スポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ

合戦競技　部門

基本動作　部門

第３８回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会 in 由比

【８地区団体戦】



打突競技
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
初段以上 岩田　晃和 吉村　明倫 森田　圭祐 邨田　賢祐

善通寺第一高 広島井口高 長嶺中 四天王寺羽曳丘高
小太刀二段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（香川県） （千葉県） （熊本県） （大阪府）

無心会スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 翔武館熊本スポチャンクラブ
１級・２級 五島　優 塚﨑　由美 前川　祥輝 河野　碧生

横浜商科大学付属高 花乃井中 枚方第四中 片瀬中
小太刀１級 小太刀２級 小太刀１級 小太刀２級
（神奈川県） （大阪府） （大阪府） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ 蒼龍館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

３級・４級 和田　いくな 石川　大雅 山野　夏海 中西　凌太
南稜中 中曽根小 鴨台中 北条中

小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級 小太刀４級
（愛知県） （愛媛県） （兵庫県） （鳥取県）

仁武館スポチャンクラブ 神戸小部東ほっとスポチャンクラブ 鳥取北栄スポチャンクラブ
５級・６級 鎌田　悠雅 塚越　琉我 浅石　高志 佐野　達哉

福栄小 浅間堅川小 福島小 芝富小
小太刀５級 小太刀５級 小太刀６級 小太刀６級
（千葉県） （東京都） （徳島県） （静岡県）

童心塾スポチャンクラブちば ＢＳＣスポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ 富士宮市芝川スポチャンクラブ

７級・８級 大野　優水 伊藤　寛記 豊野　礼士 犬塚　聖馬
新和小 桜の宮小 大杉第二小 与進小

小太刀７級 小太刀７級 小太刀８級 小太刀８級
（埼玉県） （兵庫県） （東京都） （静岡県）

埼玉三郷スポチャンクラブ 師承館スポチャンクラブ 武心館島田道場
９級・１０級 堀　太一 青島　礼 宮崎　元汰 臼井　崇宏

第一亀戸小 竜洋東小 新井小 宮代小
小太刀９級 小太刀９級 小太刀９級 小太刀９級
（東京都） （静岡県） （千葉県） （岐阜県）

ＢＳＣスポチャンクラブ 磐田竜洋スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 不破魂スポチャンクラブ
無段・無級 西野　旭 椎名　英里子 丹野　理英 池田　壮大

西宮中 西宮中 西宮中 立石中
（東京都） （東京都） （東京都） （東京都）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

長剣フリー１級
（大阪府） （愛知県）

枚方友心館スポチャンクラブ

【個人戦】　打突競技 部門

グランドチャンピオン 挑戦者
矢倉　士 瀬口　隼哉

大阪青凌高 沓掛中
二刀初段

岩田　晃和
善通寺第一高
小太刀二段
（香川県）

無心会スポチャンクラブ

３位

小太刀



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優勝 準優勝
初段以上 武井　綾音 藤田　英之 浜田　陸海 佐々木　晟人

国分高 南行徳中 大阪産大付属高 塚口中
長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

（千葉県） （千葉県） （大阪府） （兵庫県）
童心塾スポチャンクラブちば 童心塾スポチャンクラブちば 枚方友心館スポチャンクラブ

１級・２級 瀬口　隼哉 野澤　大喜 石原　慶一 谷口　悠也
沓掛中 宇都宮短大付属高 信達中 城東中

長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー２級 長剣フリー２級
（愛知県） （栃木県） （大阪府） （大阪府）

夢翔館スポチャンクラブ 有朊館スポチャンクラブ 蒼龍館スポチャンクラブ
３級・４級 三國　允之 原科　圭汰 石川　大雅 宮津　綾

栄中 大田原中 中曽根小 丸橋小
長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級

（埼玉県） （栃木県） （愛媛県） （兵庫県）
埼玉三郷スポチャンクラブ 夢翔館大田原スポチャンクラブ 仁武館スポチャンクラブ

５級・６級 畑中　惟吹 吉田　翔 鎌田　悠雅 村上　楓
倉治小 福島小 福栄小 縄手小

長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級
（大阪府） （徳島県） （千葉県） （大阪府）

枚方友心館スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

７級・８級 黒川　慎平 豊野　礼士 柳沢　大陸 田中　遼人
桜丘小 大杉第二小 辻堂小 石井小

長剣フリー７級 長剣フリー８級 長剣フリー８級 長剣フリー７級
（大阪府） （東京都） （神奈川県） （徳島県）

枚方友心館スポチャンクラブ 武心館島田道場 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

９級・１０級 小笠原　吾朗 村嵜　小次郎 中崎　愛音 吉田　凛
光明小 成和小 米田小 斑鳩東小

（兵庫県） （大阪府） （兵庫県） （奈良県）
長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級

東大阪攻誠館スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ 一心塾三郷スポチャンクラブ
無段・無級 丹野　理英 島村　春花 西野　旭 椎名　英里子

西宮中 西宮中 西宮中 西宮中
（東京都） （東京都） （東京都） （東京都）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

沓掛中
長剣フリー１級

（愛知県）

３位

長剣フリー
瀬口　隼哉



二刀代表
（グラチャン戦出場）

優勝 準優勝
１級以上 矢倉　士 瀬口　隼哉 浜田　悠河 大野　龍一

大阪青凌高 沓掛中 太成学院大学高 保土ヶ谷高
二刀初段 二刀１級 二刀初段 二刀初段
（大阪府） （愛知県） （大阪府） （神奈川県）

枚方友心館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
２級～４級 上野　誠大 竹中　優生 田中　健太 和田　いくな

久保田中 桜丘中 豊中第六中 南稜中
二刀２級 二刀２級 二刀４級 二刀４級
（大阪府） （大阪府） （大阪府） （愛知県）

有朊館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ Yatoo!館スポチャンクラブ
５級～６級 森田　圭祐 岸田　紫門 篠原　涼 藤本　宇敏

長嶺中 妻島小 末広中 池上小
二刀５級 二刀５級 二刀５級 二刀５級
（熊本県） （愛媛県） （千葉県） （神奈川県）

翔武館熊本スポチャンクラブ 仁武館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ
７級～１０級 宮津　綾 黒川　慎平 長谷川　進 田中　遼人

丸橋小 桜丘北小 孔舎衙小 石井小
二刀７級 二刀７級 二刀７級 二刀７級
（兵庫県） （大阪府） （大阪府） （徳島県）

枚方友心館スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

部外競技代表
（グラチャン戦出場）

優勝 準優勝
楯小太刀 篠原　涼 藤井　鳴海 中島　麻里亜 遠藤　留唯

末広中 湘南学園小 大矢部中 岡本中
楯小太刀１級 楯小太刀１級 楯小太刀初段 楯小太刀１級

（千葉県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）
童心塾スポチャンクラブちば スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ

楯長剣 武井　裕哉 藤田　英之 大野　龍一 髙杉　優作
南行徳中 南行徳中 保土ヶ谷高 高松東高

楯長剣初段 楯長剣初段 楯長剣二段 楯長剣初段
（千葉県） （千葉県） （神奈川県） （香川県）

童心塾スポチャンクラブちば 童心塾スポチャンクラブちば スポチャンつばさクラブ Dreamway屋島スポチャンクラブ

童心塾スポチャンクラブちば

３位

大阪青凌高
二刀初段
（大阪府）

枚方友心館スポチャンクラブ

３位

武井　裕哉
南行徳中

楯長剣初段
（千葉県）

部外競技（楯小太刀、楯長剣）

二刀
矢倉　士



基本動作
グランドチャンピオン

優勝 準優勝
初段以上 武井　綾音 吉村　美穂 亀井　大志 多田　栞

国分高 五日市中 鳴門第二中 野津田高
基本動作二段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段

（千葉県） （千葉県） （徳島県） （神奈川県）
童心塾スポチャンクラブちば 童心塾スポチャンクラブちば 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

１級・２級 和田　いくな 山本　華奈 竹中　優生 澤田　真帆
南稜中 城東中 桜丘中 鴨島第一中

基本動作１級 基本動作１級 基本動作２級 基本動作２級
（愛知県） （大阪府） （大阪府） （徳島県）

蒼龍館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

３級・４級 石原　有彩 岩田　紘典 八重樫　春菜 石川　朝日
信達小 飯山北小 福栄中 北中

基本動作４級 基本動作４級 基本動作３級 基本動作３級
（大阪府） （香川県） （千葉県） （神奈川県）

有朊館スポチャンクラブ 無心会スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば スポチャンつばさクラブ
５級・６級 髙杉　実奈美 伊藤　寛記 東郷　優芽香 岸田　伊織

屋島小 桜の宮小 村岡小 妻島小
基本動作５級 基本動作５級 基本動作５級 基本動作６級

（香川県） （兵庫県） （神奈川県） （愛媛県）
Dreamway屋島スポチャンクラブ 師承館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 仁武館スポチャンクラブ

７級・８級 吉田　桜香 畑中　棟伍 佐藤　芳勇 村嵜　小次郎
桜塚小 倉治小 小糸小 成和小

基本動作８級 基本動作７級 基本動作７級 基本動作７級
（大阪府） （大阪府） （神奈川県） （大阪府）

蒼龍館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

９級・１０級 藤原　由帆 竹内　凰騎 桐生　朊哉 小笠原　吾朗
志方西小 西秦野幼稚園 新井小 光明小

基本動作９級 基本動作９級 基本動作９級 基本動作９級
（兵庫県） （神奈川県） （千葉県） （兵庫県）

高砂武蔵スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
無段・無級 丹野　理英 堀田　有輝 島村　春花 露崎　悟

西宮中 不破高 西宮中 不破高
（東京都） （岐阜県） （東京都） （岐阜県）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 不破魂スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 不破魂スポチャンクラブ

立石　胡由紀
上永谷中
二刀６級

（神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば Dreamway屋島スポチャンクラブ

髙杉　実奈美
国分高 屋島小

基本動作二段 基本動作５級
（千葉県） （香川県）

３位

グランドチャンピオン 挑戦者

フェアプレイ賞　（順位無し）

【個人戦】　基本動作 部門

武井　綾音


