
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

國學院武刀会SC 兵庫真成苑SC 文京SC
冨田 剛弘 磯上 裕宜 小山 雅史
長剣F　初段 長剣F 四段 長剣F 三段

合　戦 大友 健 市古 憲一郎 伊藤 和規
（320㎝以下） 長剣F　初段 長剣F 二段 長剣F 初段

大田原 嶺 竹末 琉生 竹内 勇輔
小太刀 １級 小太刀 二段 小太刀 初段

佐藤 大介 下夷 竜生 大平 峻也
小太刀 １級 小太刀 二段 小太刀 初段

（東京都） （兵庫県） （東京都）

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

阿波の禅板野SC DreamWay屋島 東大阪攻誠館SC
上田 真弓 川田 多美子 長谷川 雅
小太刀 二段 棒 五段 小太刀 初段

基本動作 喜多谷 知子 岩本 空竜 野中 翔
（3名同時） 小太刀 二段 棒 二段 小太刀 初段

喜多谷 彩葉 髙杉 実奈美 村上 優
小太刀 １級 棒 初段 小太刀 ２級

（徳島県） （香川県） （大阪府）

グランド
チャンピオン

DreamWay屋島SC

桜井高等学校

初段 初段

愛媛県 香川県

松山大学

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

渡邊 健斗 髙杉 実奈美

第２回西日本スポーツチャンバラ選手権大会

兼　第３回田邊哲人杯争奪戦大会
兼　世界選手権大会 日本代表選考会

2018年6月17日　　於：高松市牟礼総合体育館

【団体戦】

打突競技 部門



磯上 裕宜
小太刀代表

（グラチャン戦出場） 四段
兵庫県

兵庫真成苑SC

優　勝 準優勝

藪内 律喜 藤谷 鷲 藏本 笑一 清水 燿亮 
9級～10級 米田西小学校 操明小学校 岩岡小学校 下荘小学校

10級 9級 10級 10級
兵庫県 岡山県 兵庫県 大阪府

高砂武蔵SC ＴＳＫSC 兵庫真成苑SC 大阪有朋館SC

大西 蒼真 梅谷 彩加 安田 真央 石本 優雅
7級～8級 邑久小学校 伊保小学校 邑久小学校 米田小学校

8級 7級 7級 7級
岡山県 兵庫県 岡山県 兵庫県

ＴＳＫSC 高砂純心SC ＴＳＫSC 高砂武蔵SC

橋本 真依 櫻井 碧翔 橋本 尚也 梅村 羽叶
4級～6級 浜の宮小学校 第一中学校（富田林市） 浜の宮小学校 平岡東小学校

4級 4級 5級 5級
兵庫県 大阪府 兵庫県 兵庫県

高砂武蔵SC 富翔館SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

森 祐希 梅村 一斗 佐藤 大介 藤原 あず希
1級～3級 大阪産業大学 平岡中学校 國學院大學 岩岡中学校

1級 3級 1級 1級
大阪府 兵庫県 東京都 兵庫県

高砂武蔵SC 國學院武刀会SC 兵庫真成苑SC

磯上 裕宜 三野 敦輝 三宅 佑紀 福島 誠次
初段以上 横浜国立大学

四段 二段 初段 二段
兵庫県 香川県 神奈川県 兵庫県

兵庫真成苑SC 坂出無心会SC 横国翔剣会SC 高砂武蔵SC

野中 翔
長剣フリー代表
（グラチャン戦出場） 初段

大阪府
東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

名嶋 敬次朗 田中 嶺児 奥村 竜太郎 北 彩葉
7級～10級 米田小学校 荒井小学校 奥田北小学校 土成小学校

8級 9級 7級 7級
兵庫県 兵庫県 富山県 徳島県

高砂武蔵SC 高砂純心SC 雄翔会富山SC 阿波の禅板野SC

高岡 敦士 椎葉 海人 外間 實晃 藤田 穏空
4級～6級 奥田中学校 飯野小学校 米田小学校 浜の宮小学校

5級 4級 5級 5級
富山県 香川県 兵庫県 兵庫県

坂出無心会SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

矢倉 匡 伊藤 瑞貴 岸 里奈 黒崎　渓
1級～3級 大阪偕星学園高等学校 明治大学 昭和女子大学 佛教大学

1級 1級 1級 1級
千葉県 東京都 東京都 京都府
蓮心SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 佛教大学SC

野中 翔 岩田 紘典 門脇 髙空 氏家 章雄
初段以上 大阪産業大学

初段 初段 二段 初段
大阪府 香川県 兵庫県 香川県

東大阪攻誠館SC 坂出無心会SC 神戸小部東ほっとSC 明治碧剣会SC

３位

長剣フリー

３位

【個人戦】　打突競技 部門

部内競技

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
金澤 瑚大朗 清水 秀也 戸成 晃大 村上 優

1級～10級 大教大天王寺高等学校 明治大学 厚南中学校 縄手中学校
1級 1級 2級 2級

大阪府 東京都 山口県 大阪府
大阪臥龍塾SC 明治碧剣会SC 山口川上SC 東大阪攻誠館SC

藤岡　秋介 市古 憲一郎 小山 雅史 武井 裕哉
初段以上 関西外国語大学 国士舘大学

二段 二段 初段 初段
大阪府 兵庫県 東京都 東京都

大阪蒼龍館SC 兵庫真成苑SC 文京SC 国士舘楓剣会SC

渡邊 健斗
長剣両手代表 松山大学
（グラチャン戦出場） 初段

愛媛県

優　勝 準優勝
高岡 敦士 村上 優 安田 真央 徳永 帆南

1級～10級 奥田中学校 縄手中学校 邑久小学校 専修大学
１級 ２級 ６級 １級

富山県 大阪府 岡山県 東京都
東大阪攻誠館SC ＴＳＫSC

渡邊 健斗 依田 純太 矢倉 史也 野中 翔
初段以上 松山大学 流通科学大学

初段 二段 二段 初段
愛媛県 兵庫県 千葉県 大阪府

高砂純心SC 蓮心SC 東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝
竹末 琉生 綿引 真紀 為国 花菜 氏家 章雄

10級以上 流通科学大学 早稲田大学
短刀 初段 短刀 二段 短刀 １級 短刀 初段
兵庫県 富山県 東京都 香川県

兵庫真成苑SC 雄翔会富山SC 早稲田剣隼会SC 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝
河原 瑠我 岩本 空竜 門脇 直彦 井川 繁樹

10級以上 明治大学 高松西高等学校
長槍 初段 長槍 初段 長槍 五段 長巻 五段
東京都 香川県 兵庫県 鹿児島県

明治碧剣会SC DreamWay屋島SC 神戸小部東ほっとSC 鹿児島錬成会SC

長剣両手

３位

短刀・短槍・楯短刀

二　刀

３位

部外競技

３位

長槍・長巻・棒・杖

３位



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
名嶋 敬次朗 植松 由稀奈 藤原 瑞希 藤谷 向夏

8級～10級 米田小学校 米田小学校 岩岡小学校 操明小学校
８級 ８級 ８級 ８級

兵庫県 兵庫県 兵庫県 岡山県
高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC ＴＳＫSC

櫻井 碧翔 橋本 尚也 清水 伶臣 細川 智穂
4級～7級 第一中学校（富田林市） 浜の宮小学校 下荘小学校 高井戸第四小学校

４級 ５級 ７級 ６級
大阪府 兵庫県 大阪府 東京都

富翔館SC 高砂武蔵SC 大阪有朋館SC 挑錬侍館ＴＯＫＹＯSC

森 祐希 櫻井 大輝 比嘉 康気 岸 里奈
1級～3級 大阪産業大学 東大阪大学柏原高等学校 長嶺中学校 昭和女子大学

１級 １級 ２級 １級
大阪府 大阪府 沖縄県 東京都

富翔館SC 明治碧剣会SC

福島 誠次 前田 賢吾 山口 航太 磯上 裕宜
初段以上 立命館大学

二段 初段 初段 四段
兵庫県 京都府 愛媛県 兵庫県

高砂武蔵SC 仁武館愛媛SC 兵庫真成苑SC

藤岡 秋介
楯長剣代表

（グラチャン戦出場） 二段
大阪府

大阪蒼龍館SC

優　勝 準優勝
藤井　悠成 外間 實晃 川崎 羽琉 川崎 琉孔

4級～10級 富熊小学校 米田小学校 垂水小学校 垂水小学校
５級 ５級 ４級 6級

香川県 兵庫県 鹿児島県 鹿児島県
坂出無心会SC 高砂武蔵SC 鹿児島錬成会SC 鹿児島錬成会SC

金澤 瑚大朗 岩田 紘典 矢倉 匡 疋田 捷
1級～3級 大教大天王寺高等学校 善通寺第一高等学校 大阪偕星学園高等学校 早稲田大学

１級 １級 １級 １級
大阪府 香川県 千葉県 東京都

大阪臥流塾SC 坂出無心会SC 蓮心SC 早稲田剣隼会SC

藤岡 秋介 岩田 晃和 束田 和優 坂根 悠斗
初段以上 松山大学 佛教大学

二段 二段 初段 初段
大阪府 愛媛県 愛知県 京都府

大阪蒼龍館SC 名古屋武遊殿SC 佛教大学SC

３位

楯長剣

３位

楯小太刀



優　勝 準優勝
石本 蘭奈 田中 嶺児 柳生 光輝 清水 燿亮

9級～10級 米田小学校 荒井小学校 富熊小学校 下荘小学校
10級 9級 10級 10級

兵庫県 兵庫県 香川県 大阪府
高砂武蔵SC 高砂純心SC 坂出無心会SC 大阪有朋館SC

石本 優雅 名嶋 敬次朗 植松 由稀奈 谷口 愛迦
7級～8級 米田小学校 米田小学校 米田小学校 米田西小学校

7級 7級 7級 7級
兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

梅谷 彩加 橋本 尚也 外間 實晃 梅村 羽叶
5級～6級 伊保小学校 浜の宮小学校 米田小学校 平岡東小学校

6級 5級 5級 5級
兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県

高砂純心SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

細川 智穂 村上 優 土内 美波 梅谷 彩生
2級～4級 高井戸第四小学校 縄手中学校 福島小学校 竜山中学校

4級 2級 4級 2級
東京都 大阪府 徳島県 兵庫県

挑錬侍館ＴＯＫＹＯSC 東大阪攻誠館SC 阿波の禅板野SC 高砂純心SC

川﨑 勝洋 高岡 敦士 岳田 倖太 伊藤 瑞貴
1級 奥田中学校 明治大学

1級 1級 1級 1級
鹿児島県 富山県 高知県 東京都

鹿児島錬成会SC 土佐龍馬SC 明治碧剣会SC

髙杉 実奈美 澤田 真帆 岩田 紘典 梅村 理宝
初　段 桜井高等学校 高知大学 善通寺第一高等学校

初段 初段 初段 初段
香川県 高知県 香川県 兵庫県

DreamWay屋島SC 土佐龍馬SC 坂出無心会SC 高砂武蔵SC

野村 五月 喜多谷 知子 野村 美雪 藤岡 秋介
二段以上

三段 二段 五段 三段
高知県 徳島県 高知県 大阪府

土佐龍馬SC 阿波の禅板野SC 土佐龍馬SC 大阪蒼龍館SC

門脇 髙空 奥村 竜太郎
長剣F 初段以上 楯長剣　4～10級

順位なし 大阪産業大学
二段 7級

兵庫県 富山県
神戸小部東ほっとSC 雄翔会富山SC

【個人戦】　基本動作 部門

３位

フェアプレー賞


