
優　勝 準優勝 ３位

枚方友心館SC 千葉童心塾優士SC 新潟ＮＳSC
濱田　陸海 矢倉　史也 須坂　友

長剣フリー・二段 長剣フリー・６級 長剣フリー・初段

谷川　実夢 近藤　寛徒 三浦　崇史
合　　戦 小太刀・初段 長剣フリー・２級 長剣フリー・初段

寺岡　晶矢 矢倉　匡 石黒　雄平
（320㎝以下） 小太刀・初段 楯小太刀・１級 長剣フリー・初段

原田　優作
長剣フリー・初段
監督　　原田　誠 監督　　近藤　優子 監督　　菅田　勝治
【近畿地区】 【関東地区】 【中部地区】

優　勝 準優勝 ３位

阿波の禅板野SC 愛知童夢殿SC 山口川上SC
亀井　大志 和田　いくな 小賀　崇史

初段 初段 初段

澤田　眞帆 瀬口　隼哉 広芳　寛治
基本動作 初段 初段 初段

亀井　友志 和田　奈々 小賀　陵平
初段 ４級 ２級

監督　　尾田　浩江 監督　　瀬口　憲一 監督　　川上　豊

【四国地区】 【中部地区】 【中国地区】

グランド
チャンピオン 二刀・初段 二段

兵庫県 千葉県
松朗館SC 童心塾SCちば

【個人戦】

打突競技部門 基本動作　部門

佐々木　晟人 吉村　美穂
尼崎高等学校 市川南高等学校

平成27年3月22日　　於：静岡市由比体育館

【８地区団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門

スポーツ拠点づくり推進事業 第9回スポーツチャンバラ大会

第４０回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会in由比



原科　太一
小太刀代表 大田原高等学校

（グラチャン戦出場） 二段
栃木県

夢翔館大田原SC

優　勝 準優勝

今嶋　慶輔 木岡　義心 根間　日菜子 外間　實晃
９級～１０級 大原小学校 岩田西小学校 川和小学校 米田小学校

１０級 １０級 ９級 ９級
埼玉県 大阪府 神奈川県 兵庫県

埼玉三郷SC 大阪蒼龍館SC ＢＳＣSC 高砂武蔵SC

柳沢　大陸 山口　智菜 小野　司 野中　聡馬
７級～８級 辻堂小学校 諏訪小学校 鴻池東小学校 柴富小学校

７級 ８級 ７級 ７級
神奈川県 大阪府 大阪府 静岡県

藤沢青少年会館SC 大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC 富士宮芝川SC

田村　和夏 前田　凜 宮崎　元汰 河野　蒼馬
５級～６級 若宮小学校 孔舎衙小学校 新井小学校 片瀬小学校

５級 ５級 ５級 ５級
兵庫県 大阪府 千葉県 神奈川県

高砂武蔵SC 東大阪攻誠館SC 童心塾SCちば 藤沢青少年会館SC

三國　成永 長谷川　進 藤原　唯人 君島　拓時
１級～４級 三郷栄中学校 孔舎衙小学校 堅上小学校 矢板中央高等学校

３級 ４級 ３級 １級
埼玉県 大阪府 大阪府 栃木県

埼玉三郷SC 東大阪攻誠館SC 夢翔館大田原SC

原科　太一 谷口　実夢 佐々木　晟人 平岡　遼太郎
初段以上 大田原高等学校 城東工科高等学校 尼崎高等学校 東大阪大学柏原高等学校

二段 初段 初段 初段
栃木県 大阪府 兵庫県 大阪府

夢翔館大田原SC 枚方友心館SC 松朗館SC

打突競技 部門

部内競技

小太刀

３位



宮津　綾
長剣フリー代表 長尾中学校
（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県
兵庫刀流館SC

優　勝 準優勝

児玉　尚貴 田村　翔 村上　心優 藤井　悠成
９級～１０級 十日町小学校 若宮小学校 曽根小学校 富熊小学校

９級 ９級 ９級 ９級
新潟県 兵庫県 兵庫県 香川県

新潟ＮＳSC 高砂武蔵SC 高砂純心SC 坂出無心会SC

金澤　音々 湊　　彪 藤井　洸鷹 畑中　棟伍
７級～８級 海老江東小学校 星ヶ丘小学校 冨熊小学校 倉治小学校

８級 ８級 ８級 ７級
大阪府 福岡県 香川県 大阪府

Yatoo!館SC 坂出無心会SC 枚方友心館SC

佐藤　芳勇 長浜　恵太郎 赤井　健人 川島　怜穏
５級～６級 小糸小学校 西田地方小学校 新和小学校 新和小学校

５級 ５級 ５級 ５級
神奈川県 富山県 埼玉県 埼玉県

藤沢青少年会館SC 雄翔会富山SC 埼玉三郷SC 生麦SC

石川　大雅 竹田　圭佑 山本　華澄 村上　颯
１級～４級 三島東中学校 雄新中学校 城東中学校 縄手中学校

１級 ２級 １級 ２級
愛媛県 愛媛県 大阪府 大阪府

仁武館愛媛SC 松山竹田SC 大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC

宮津　綾 石黒　雄平 池田　悠祐 濱田　陸海
初段以上 長尾中学校 小千谷高等学校 愛産大三河高等学校 大阪産業大学付属高等学校

初段 初段 初段 初段
兵庫県 新潟県 愛知県 大阪府

兵庫刀流館SC 新潟ＮＳSC 愛知童夢殿SC 枚方友心館SC

岩田　晃和
二刀代表 善通寺第一高等学校

（グラチャン戦出場） 二段
香川県

坂出無心会SC

優　勝 準優勝
菅沼　智実 藤本　宇敏 松澤　陽太 藤丸　孝太郎

３級～１０級 都田中学校 菅田中学校 田名小学校 寺池台小学校
４級 ３級 ４級 ３級

神奈川県 神奈川県 神奈川県 大阪府
県立武道館SC 県立武道館SC 相模原磯SC 富翔館SC

岩田　晃和 瀬口　隼哉 近藤　寛徒 矢倉　史也
２級以上 善通寺第一高等学校 緑高等学校 桜丘中学校 大阪青凌高等学校

二段 初段 １級 ２級
香川県 愛知県 千葉県 千葉県

坂出無心会SC 愛知童夢殿SC 千葉童心塾優士SC 千葉童心塾優士SC

長剣フリー

３位

二　刀

３位



優　勝 準優勝
佐々木　晟人 矢倉　史也 八重樫　春菜 上野　誠大

１０級以上 尼崎高等学校 大阪青凌高等学校 昭和学院高等学校 興國高等学校
初段 初段 初段 初段
兵庫県 千葉県 千葉県 大阪府
松朗館SC 千葉童心塾優士SC 童心塾SCちば

原科　太一
楯小太刀代表 大田原高等学校
（グラチャン戦出場） 二段

栃木県
夢翔館大田原SC

優　勝 準優勝
木岡　夢結 田村　翔 豊野　湧士 日野　皓友

９級～１０級 岩田西小学校 若宮小学校 大杉第二小学校 成育小学校
１０級 ９級 ９級 １０級
大阪府 兵庫県 東京都 大阪府

大阪蒼龍館SC 高砂武蔵SC 武心館島田道場SC

村嵜　小次郎 村上　優 小野　栄輝 渡邉　修永
７級～８級 成和小学校 縄手小学校 鴻池東小学校 中山小学校

７級 ７級 ７級 ８級
大阪府 大阪府 大阪府 神奈川県

東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC 県立武道館SC

河野　蒼馬 長浜　恵太郎 田村　和夏 松田　悠正
４級～６級 片瀬小学校 西田地方小学校 若宮小学校 第三松江小学校

５級 ５級 ５級 ５級
神奈川県 富山県 兵庫県 東京都

藤沢青少年会館SC 雄翔会富山SC 高砂武蔵SC 武心館島田道場SC

原科　太一 櫻井　大輝 森田　圭祐 谷川　実夢
３級以上 大田原高等学校 新堂小学校 東海大学付属熊本星翔高等学校 城東工科高等学校

二段 ３級 ２級 初段
栃木県 大阪府 熊本県 大阪府

夢翔館大田原SC 富翔館SC 翔武館熊本SC 枚方友心館SC

長剣両手

３位

楯小太刀

３位

部外競技



岩田　晃和
楯長剣代表 善通寺第一高等学校

（グラチャン戦出場） 二段
香川県

坂出無心会SC

優　勝 準優勝

佐藤　芳勇 豊野　礼士 川島　怜穏 柳沢　大陸
５級～１０級 小糸小学校 大杉第二小学校 新和小学校 辻堂小学校

５級 ５級 ５級 ７級
神奈川県 東京都 埼玉県 神奈川県

藤沢青少年会館SC 武心館島田道場SC 生麦SC 藤沢青少年会館SC

長谷川　進 伏見　一紀 小山　紫月 菅沼　智実
２級～４級 孔舎衙小学校 三郷栄中学校 榛東南小学校 都田中学校

４級 ２級 ３級 ３級
大阪府 埼玉県 群馬県 神奈川県

東大阪攻誠館SC 埼玉三郷SC 上武SC 県立武道館SC

岩田　晃和 藤田　英之 三浦　崇 野中　翔
1級以上 善通寺第一高等学校 京華高等学校 長岡高等専門学校 大東中学校

二段 初段 初段 １級
香川県 千葉県 新潟県 大阪府

坂出無心会SC 童心塾SCちば 新潟ＮＳSC 東大阪攻誠館SC

和田　いくな
短槍・長槍・棒 豊橋南商業高等学校
・杖・短刀代表 短刀・初段
（グラチャン戦出場） 愛知県

愛知童夢殿SC

優　勝 準優勝
和田　いくな 加藤　巧 秋山　悠斗 喜多谷　柊矢

１０級以上 豊橋南商業高等学校 彦成中学校 東生田小学校 城東中学校
短刀・初段 短槍・３級 杖・６級 棒・２級
愛知県 埼玉県 神奈川県 徳島県　

愛知童夢殿SC 生麦SC スマイルSC 阿波の禅大和道場SC

楯長剣

３位

短槍・長槍・棒・杖・短刀

３位



優　勝 準優勝
村上　心優 児玉　尚貴 木岡　義心 外間　實晃

９級～１０級 曽根小学校 十日町小学校 岩田西小学校 米田小学校
９級 ９級 ９級 ９級
兵庫県 新潟県 大阪府 兵庫県

高砂純心SC 新潟ＮＳSC 大阪蒼龍館SC 高砂武蔵SC

木岡　夢結 村田　瑞希 藤井　洸鷹 小野　司
７級～８級 岩田西小学校 斑鳩西小学校 冨熊小学校 鴻池東小学校

７級 ７級 ８級 ７級
大阪府 奈良県 香川県 大阪府

大阪蒼龍館SC 奈良三郷SC 坂出無心会SC 東大阪攻誠館SC

吉田　桜香 田村　和夏 藤原　由帆 小川　まひろ
５級～６級 春日丘小学校 若宮小学校 志方西小学校 尾上小学校

６級 ５級 ５級 ５級

大阪府 兵庫県 兵庫県 兵庫県

大阪蒼龍館SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

伊藤　寛記 和田　奈々 黒川　慎平 喜多谷　彩葉
３級～４級 桜の宮小学校 植田小学校 桜丘小学校 沖洲小学校

３級 ３級 ３級 ４級
兵庫県 愛知県 大阪府 徳島県
師承館SC 愛知童夢殿SC 枚方友心館SC 阿波の禅大和道場SC

髙杉　実奈美 近藤　寛徒 栗原　眞人 宮津　綾
１級～２級 屋島小学校 桜丘中学校 上溝南小学校 長尾中学校

２級 １級 １級 １級
香川県 千葉県 神奈川県 兵庫県

DreamWay屋島SC 千葉童心塾優士SC スマイルSC 兵庫刀流館SC

吉村　美穂 佐々木　晟人 岩田　晃和 亀井　大志
初段以上 市川南高等学校 尼崎高等学校 善通寺第一高等学校 鳴門市立第二中学校

二段 初段 二段 初段
千葉県 兵庫県 香川県 徳島県

童心塾SCちば 松朗館SC 坂出無心会SC 阿波の禅板野SC

守安　正志 濱田　陸海 加藤　雄大 西塚　由海
長剣フリー（９～１０級） 長剣フリー（初段以上） 楯長剣（１級以上） 楯小太刀（９～１０級）

倉吉養護学校 大阪産業大学付属高等学校 北越高等学校 若松小学校
１０級 初段 初段 ９級
鳥取県 大阪府 新潟県 千葉県

鳥取北栄SC 枚方友心館SC 新潟ＮＳSC 西塚SC

鈴木　慶次
長剣両手

杉の子こども園
１０級
千葉県

童心塾SCちば

フェアプレー賞

順位なし

基本動作 部門

３位


