
優勝 準優勝 ３位

【新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ】 【富翔館ＳＣ】 【仁武館愛媛ＳＣ】

三浦　崇 竹本　樹亜 山口　航太
合戦 須坂　友 林田　光貴 石川　大雅

320cm以下 石黒　雄平 奥野　純平 寺尾　力也
邨田　賢祐 井川　啓貴

監督　　伊佐　三男 監督　　久保　哲弥 監督　　河村　直仁

（中部地区） （近畿地区） （四国地区）

優勝 準優勝 ３位

【阿波の禅板野ＳＣ】 【童心塾ＳＣちば】 【新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ】

亀井　友志 武井　綾音 福原　さつき
基本動作 亀井　大志 吉村　美穂 加藤　雄大

（３名同時） 上田　太郎 八重樫　春菜 渡辺　奈々美
監督　　尾田　浩江 監督　　吉見　憲一 監督　　伊佐　三男

（四国地区） （関東地区） （中部地区）

グランド
チャンピオン

岩田　晃和
善通寺第一高校

二刀・二段
（香川県）

坂出無心会ＳＣ

吉村　美穂
美鈴が丘高校
基本動作・初段

（千葉県）

第３９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 部門

打突競技　部門 基本動作　部門
【個人戦】　

平成２６年３月２３日　静岡市由比体育館

基本動作 部門

童心塾ＳＣちば



須坂　友
小太刀代表 長岡北中学校

（グラチャン戦出場） 初段
（新潟県）

新潟ＮＳスポチャンクラブ

優勝 準優勝

奥永　悟生 前田　航生 外間　實晃 藤井　洸鷹
９～１０級 浜小学校 三吾小学校 米田幼稚園 富熊小学校

１０級 １０級 ９級 １０級
（神奈川県） （東京都） （兵庫県） （香川県）
山王台ＳＣ ＢＳＣスポチャンクラブ 高砂武蔵ＳＣ 坂出無心会ＳＣ

小野　栄輝 村田　瑞稀 外間　實洋 田村　和夏
７～８級 鴻池東小学校 斑鳩西小学校 米田小学校 若宮小学校

７級 ８級 ７級 ７級
（大阪府） （奈良県） （兵庫県） （兵庫県）

東大阪攻誠館ＳＣ 奈良三郷ＳＣ 高砂武蔵ＳＣ 高砂武蔵ＳＣ

三國　成永 塚越　琉我 加藤　巧 河野　蒼馬
５～６級 新和小学校 浅間堅川小学校 立花小学校 片瀬小学校

５級 ５級 ６級 ５級
（埼玉県） （東京都） （埼玉県） （神奈川県）
生麦ＳＣ ＢＳＣスポチャンクラブ 生麦ＳＣ 藤沢青少年会館ＳＣ

石川　大雅 上林　佑希 畑中　惟吹 大島　秀太
３～４級 中曽根小学校 八木中学校 倉治小学校 上坂部小学校

３級 ３級 ３級 ３級
（愛媛県） （奈良県） （大阪府） （兵庫県）

仁武館愛媛ＳＣ 奈良三郷ＳＣ 枚方友心館ＳＣ

河野　碧生 和田　いくな 竹本　樹亜 菊澤　直樹
１～２級 片瀬中学校 南陵中学校 三国丘中学校 三保小学校

１級 １級 １級 １級
（神奈川県） （愛知県） （大阪府） （神奈川県）

藤沢青少年会館ＳＣ 浜松ＳＣ スポチャンつばさクラブ

須坂　友 谷川　実夢 岩田　晃和 石黒　雄平
初段以上 長岡北中学校 城陽工業高校 善通寺第一高校 小千谷高校

初段 初段 二段 初段
（新潟県） （大阪府） （香川県） （新潟県）

新潟ＮＳスポチャンクラブ 枚方友心館ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 新潟ＮＳスポチャンクラブ

部内競技
打突競技 部門

小太刀

３位



藤田　英之
長剣フリー代表 京華高校
（グラチャン戦出場） 二段

（千葉県）
童心塾ＳＣちば

優勝 準優勝

金澤　音々 鈴木　寛人 小野　司 本間　悠太郎
９～１０級 海老江東小学校 川和小学校 鴻池東小学校 与進小学校

１０級 １０級 ９級 ９級
（大阪府） （神奈川県） （大阪府） （静岡県）

Ｙａｔｏｏ！館ＳＣ ＢＳＣスポチャンクラブ 東大阪攻誠館ＳＣ 浜松ＳＣ

小野　栄輝 木岡　昌義 大﨑　智稀 新城　大翔
７～８級 鴻池東小学校 岩田西小学校 磯島小学校 壬生小学校

８級 ８級 ７級 ８級
（大阪府） （大阪府） （大阪府） （栃木県）

東大阪攻誠館ＳＣ 大阪蒼龍館ＳＣ 枚方友心館ＳＣ 栃木夢翔館ＳＣ

佐藤　芳勇 熊谷　遙斗 観音寺　拓 三國　成永
５～６級 小糸小学校 斑鳩西小学校 鹿本小学校 新和小学校

６級 ６級 ５級 ５級
（神奈川県） （奈良県） （東京都） （埼玉県）

藤沢青少年会館ＳＣ 奈良三郷ＳＣ 武心館島田ＳＣ 生麦ＳＣ

畑中　惟吹 菅沼　智実 武智　由貴 川村　雄輝
３～４級 倉治小学校 都田中学校 たちばな小学校 第一中学校

３級 ４級 ３級 ３級
（大阪府） （神奈川県） （愛媛県） （群馬県）

枚方友心館ＳＣ 県立武道館ＳＣ 松山竹田ＳＣ

植田　龍弥 大西　純平 竹田　圭佑 竹本　樹亜
１～２級 岩岡中学校 志貴野高校 雄新中学校 三国丘中学校

１級 ２級 ２級 １級
（兵庫県） （富山県） （愛媛県） （大阪府）

兵庫真成苑ＳＣ 松山竹田ＳＣ 富翔館ＳＣ

藤田　英之 濱本　祥吾 石黒　雄平 浜田　悠河
初段以上 京華高校 宇部高専 小千谷高校 太成学院大高校

二段 初段 初段 初段
（千葉県） （山口県） （新潟県） （大阪府）

童心塾ＳＣちば 山口川上ＳＣ 新潟ＮＳスポチャンクラブ 枚方友心館ＳＣ

長剣フリー

３位



岩田　晃和
二刀代表 善通寺第一高校

（グラチャン戦出場） 二段
（香川県）

坂出無心会ＳＣ
優勝 準優勝

伏見　一紀 長谷川　進 疋田　真人 星野　哲史
４～１０級 栄中学校 孔舎衛小学校 菅原東小学校 新和小

４級 ６級 ４級 ６級
（埼玉県） （大阪府） （大阪府） （埼玉県）
生麦ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ 枚方友心館ＳＣ 生麦ＳＣ

今井　祥貴 竹田　圭佑 前野　匠哉 宮津　綾
１～３級 中宮中学校 雄新中学校 不破高校 長尾中学校

１級 ２級 １級 ３級
（大阪府） （愛媛県） （岐阜県） （兵庫県）

枚方友心館ＳＣ 松山竹田ＳＣ 岐阜不破魂ＳＣ

岩田　晃和 奥野　純平 大野　龍一 原田　優作
初段以上 善通寺第一高校 金剛高校 保土ヶ谷高校 香里丘高校

二段 初段 初段 初段
（香川県） （大阪府） （神奈川県） （大阪県）

坂出無心会ＳＣ 富翔館ＳＣ スポチャンつばさクラブ 枚方友心館ＳＣ

藤田　英之
部外競技代表 京華高校
（グラチャン戦出場） 楯長初段

（千葉県）
童心塾ＳＣちば

優勝 準優勝

藤田　英之 原科　太一 門井　勇樹 大野　龍一
得物自由 京華高校 大田原高校 大門中学校 保土ヶ谷高校

楯長初段 楯長初段 長槍２級 楯長二段
（千葉県） （栃木県） （富山県） （神奈川県）

童心塾ＳＣちば 栃木夢翔館ＳＣ スポチャンつばさクラブ

二　刀

部外競技

３位

３位



優勝 準優勝

木岡　夢結 藤井　悠成 遠矢　妃莉 宮津　聡
９～１０級 岩田西小学校 富熊保育所 山田東小学校 安倉中保育所

１０級 １０級 ９級 １０級

（大阪府） （香川県） （大阪府） （兵庫県）

大阪蒼龍館ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 枚方友心館ＳＣ

小川　まひろ 占部　格ノ進 宮崎　元汰 村嵜　小次郎
７～８級 尾上小学校 蹉跎小学校 新井小学校 成和小学校

７級 ７級 ７級 ７級
（兵庫県） （大阪県） （千葉県） （大阪府）

高砂武蔵ＳＣ 枚方友心館ＳＣ 童心塾ＳＣちば 東大阪攻誠館ＳＣ

桐生　純佳 高松　未来 岸田　紫門 三國　成永
５～６級 南行徳中学校 藤ノ木小学校 妻鳥小学校 新和小学校

５級 ５級 ６級 ５級
（千葉県） （富山県） （愛媛県） （埼玉県）

童心塾ＳＣちば 仁武館愛媛ＳＣ 生麦ＳＣ

高杉　実奈美 高岡　敦士 岩田　紘典 川端　なづな
３～４級 屋島小学校 奥田北小学校 飯山北小学校 信達小学校

４級 ３級 ４級 ３級
（香川県） （富山県） （香川県） （大阪府）

ＤｒｅａｍＷａｙ屋島ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 大阪有朋館ＳＣ

和田　いくな 澤田　真帆 岩本　空竜 森岡　真矢
１～２級 南陵中学校 阿波高校 屋島小学校 東岐波小学校

１級 1級 ２級 １級
（愛知県） （徳島県） （香川県） （山口県）

阿波の禅板野ＳＣ ＤｒｅａｍＷａｙ屋島ＳＣ 山口川上ＳＣ

吉村　美穂 福原　さつき 武井　綾音 大野　龍一
初段以上 美鈴が丘高校 十日町高校 国分高校 保土ヶ谷高校

初段 二段 二段 初段
（千葉県） （新潟県） （千葉県） （神奈川県）

童心塾ＳＣちば 童心塾ＳＣちば スポチャンつばさクラブ

【個人戦】　基本動作 部門
３位


