
平成２６年１１月２日　　於：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）

Komazawa Olympic park general sports ground Gymnasiom (Tokyo,Japan) 2nd NOV.,2014

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

JAPAN RUSSIA EGYPT FRANCE
国別対抗 伊藤　真樹男 POMORTSEV　VLANDIMIR ALI ZEID SHINSHI DESENCLOS ＢＥＮＪＡＭＩＮ

団体戦 小太刀三段 小太刀初段 小太刀六段 小太刀四段

National-team 小山　雅史 MANSHIN MAKISIMIRIAN YOSHIKI FUKUDO ＢＥＮＯＺＥＮＥ ＲＯＭＡＩＮ

Competition 長剣フリー初段 長剣三段 長剣フリー初段 長剣フリー三段

岩田　晃和 ＬＥＰＴＡＫ ＫＳＥＮＩＡ KARIM SAMY GIROT ＡＬＡＩＮ
二刀二段 二刀初段 二刀初段 二刀五段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

JAPAN RUSSIA NEW CALEDONIA POLAND

国別対抗 川田　多美子 MANSHIN MAKISIMIRIAN ＣＨＲＩＳＴＩＮＥ ＳＡＰＩＮ ＪＡＮ ＨＯＲＺＥＬＡ
団体戦 基本動作六段 基本動作三段 基本動作初段 基本動作１級

National-team 野村　五月 ＬＥＰＴＡＫ ＫＳＥＮＩＡ DESCHAMPS　ＡＹＭＥＲＩＣ KRZYSTOF JERZYKOWSKI

Competition 基本動作四段 基本動作初段 基本動作１級 基本動作２級

武井　綾音 ＫＨＡＢＩＲＯＶ ＭＩＫＡＨＡＩＬ ＧＯＶＥＫＡＲ ＴＨＥＯ ＲＯＭＡＮ ＺＵＣＨＯＷＩＣＺ
基本動作三段 基本動作１級 基本動作３級 基本動作２級

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

枚方友心館スポチャンクラブ 千葉童心塾優士スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ
クラブ対抗 濵田　陸海 矢倉　史也 神戸　昇太 藤谷　初枝

団体戦 小太刀二段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀四段

Club-team 濵田　風磨 矢倉　士 大平　峻也 泉　僚人
Competition 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

奥田　克幸 近藤　寛徒 内藤　洋平 藤谷　恭信
二刀二段 二刀二段 二刀二段 二刀三段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

阿波の禅板野スポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

クラブ対抗 尾田　浩江 岩本　空竜 桶作　公一 山本　美樹
団体戦 小太刀三段 棒初段 小太刀三段 小太刀三段

Club-team 亀井　大志 髙杉　建太郎 田村　勇樹 山本　華奈
Competition 小太刀初段 棒１級 小太刀三段 小太刀初段

上田　太郎 髙杉　実奈美 松田　実来 山本　華澄
小太刀初段 棒２級 小太刀初段 小太刀１級

打突競技
グランドチャンピオン

Datotsu
Grand Champion

基本動作
グランドチャンピオン

Kihondousa
Grand Champion

第４０回　世界スポーツチャンバラ選手権大会

【団体戦】　国別対抗戦 部門 World Championship Team

打突競技　部門　Datotsu

基本動作　部門　Kihondousa

グランドチャンピオン　Grand Champion 第２位　Finish Second

藤岡　秋介　Shusuke Fujioka
神戸大学 Koube University

二刀二段　Nito- 2dan

矢倉　士 Tsukasa Yakura
四條畷学園大学 Shijyounawategakuen University

二刀二段 Nito- 2dan
大阪府 Osakafu,JAPAN

大阪蒼龍館スポチャンクラブ Osaka Souryu-kan SpochanClub

千葉県 Chibaken,JAPAN
童心塾優士スポチャンクラブ　Doushinjyukuyusi SpochanClub

【団体戦】　スポチャンクラブ対抗戦 部門  Spochan-club Championship Team

打突競技　部門　Datotsu

基本動作　部門　Kihondousa

早稲田大学　Waseda University 市川南高等学校　Ichikawaminami　Highschool

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

グランドチャンピオン　Grand Champion 第２位　Finish Second

野村　五月　Satsuki Nomura 吉村　美穂　Miho Yoshimura

小太刀三段 Kodachi 3dan 小太刀二段　Kodachi 2dan
神奈川県 Kanagawa,JAPAN 千葉県　Chiba,JAPAN

県立武道館スポチャンクラブ　Kenritsubudoukan Spochanclub 童心塾スポチャンクラブちば　DoushinjyukuSpochanclub chiba



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

GIROT ALAN MANSHIN MAKSIMILIAN 松本　晋和 竹本　一樹
三段以上

3dan and over 小太刀五段 小太刀三段 小太刀三段 小太刀三段
ＦRＡＮＣＥ ＲＵＳＳＩＡ 神奈川県 大阪府

県立武道館スポチャンクラブ 富翔館スポチャンクラブ
VLADIMIR　POMORTSEV 国清　恒吉 岩田　晃和 池田　淳

二　段 酪農学園大学 善通寺第一高等学校
2dan 小太刀 小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段

ＲＵＳＳＩＡ 山口県 香川県 埼玉県
山口川上スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ

須坂　友 鎌田　涼雅 松村　広貴 河野　碧生
初　段 長岡農業高等学校 市川南高等学校 明治大学 秀英高等学校
1dan 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段

新潟県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟ＮＳスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 明治碧剣会スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

和田　いくな 西川　浩由 竹本　樹亜 宮津　綾
１級・２級 豊橋商業高等学校 三国丘中学校 長尾中学校
1-2kyu 小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級

愛知県 神奈川県 大阪府 兵庫県
相模原磯スポチャンクラブ 富翔館スポチャンクラブ 兵庫刀流館スポチャンクラブ

宮永　忠臣 吉澤　春樹 伏見　愛梨 三國　成永
３級・４級 星々喜中学校 栄中学校 栄中学校
3-4kyu 小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級

群馬県 千葉県 埼玉県 埼玉県
千葉若葉スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

BIKEL ADHIKARI ＦRITZ ＣHRISTIAN 下夷　亜虎 SHAMSUDDIN AHMED MOHAMMED

５級・６級 江井島小学校
5-6kyu 小太刀５級 小太刀５級 小太刀５級 小太刀５級

ＮＥＰＡＬ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 兵庫県 ＩＮＤＩＡ
兵庫真成苑スポチャンクラブ

SHARFUL HASAN MOHAMMED　 赤堀　秀磨 梅田　耀 小野　司
７級・８級 片瀬小学校 水神小学校 鴻池東小学校
7-8kyu 小太刀８級 小太刀８級 小太刀８級 小太刀７級

ＩＮＤＩＡ 神奈川県 東京都 大阪府
藤沢青少年会館スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

五十嵐　りか 小坂　将文 中川　羚夏 ZAKORZHEVSKII ALEKSANDR

９級・１０級 栃尾南小学校 第一亀戸小学校 高城小学校
9-10kyu 小太刀９級 小太刀９級 小太刀１０級 小太刀９級

新潟県 東京都 鳥取県 ＲＵＳＳＩＡ
ＢＳＣスポチャンクラブ 倉吉スポチャンクラブ

打突　部内（小太刀、長剣フリー、二刀）種目　Datotsu Bunai-Syumoku (Kodachi,Choken-free,Nito)

小太刀　Kodachi

フランス　FRANCE

３位　Bronze medal

　アラン　ジロー　GIROT ALAN

小太刀五段　Kodachi 5dan

【個人戦】　打突 部門



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

藤岡　秋介 長谷部　洋祐 ＢＥＮＯＺＥＮＥ ＲＯＮＡＩＮ 菅田　勝治
三段以上 神戸大学

3dan and over 長剣フリー三段 長剣フリー五段 長剣フリー三段 長剣フリー三段
大阪府 神奈川県 FRANCE 新潟県

大阪蒼龍館スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 新潟ＮＳスポチャンクラブ

藤田　英之 内山　和哉 RICOUARD TASDHOMME BASTIEN 小山　雅史
二　段 京華高等学校 新潟大学 国士舘大学
2dan 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段

千葉県 新潟県 FRANCE 東京都
童心塾スポチャンクラブちば 新潟NSスポチャンクラブ

諏訪　匠 泉　僚人 石黒　雄平 上田　太郎
初　段 明治大学 興陽高等学校 小千谷高等学校 城東中学校
1dan 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

東京都 岡山県 新潟県 徳島県
明治碧剣会スポチャンクラブ ＴＳＫスポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ

石川　大雅 小林　峻大 竹田　圭佑 棚田　健太
１級・２級 三島東中学校 堤岡中学校 雄新中学校 高岡工業高等学校
1-2kyu 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１級

愛媛県 新潟県 愛媛県 富山県
仁武館愛媛スポチャンクラブ 松山竹田スポチャンクラブ

寺井　健悟 井口　涼太郎 中澤　海渡 ＧＯＶＥＫＡＲ ＴＨＥＯ
３級・４級 長岡東中学校 愛媛大学附属小学校 横浜中学校
3-4kyu 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

新潟県 愛媛県 高知県 ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ
新潟錬成館スポチャンクラブ 松山竹田スポチャンクラブ 土佐龍馬スポチャンクラブ

観音寺　拓 ＫＡＲＡＮ NEPAL SURGENT OＬＩＩＶＥＲ 磯部　七海
５級・６級 鹿本小学校 栃尾小学校
5-6kyu 長剣フリー 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級

東京都 ＮＥＰＡＬ ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ 新潟県
武心館島田道場スポチャンクラブ

柳沢　大陸 西村　紅弾丸 西川　遼 村嵜　小次郎
７級～１０級 辻堂小学校 鵠洋小学校 千手小学校 成和小学校

7-8kyu 長剣フリー７級 長剣フリー７級 長剣フリー７級 長剣フリー７級
神奈川県 神奈川県 新潟県 大阪府

藤沢青少年会館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 新潟錬成館スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

３位　Bronze medal

大阪府 Osakafu,JAPAN

神戸大学 Koube University

長剣フリー　Choken-free

藤岡　秋介　Shusuke Fujioka

二刀二段　Nito- 2dan

大阪蒼龍館スポチャンクラブ OsakaSouryukan Spochanclub



二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Champion
(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

矢倉　士 山口　優平 竹内　義直 田村　勇樹
二段以上 四條畷学園大学 日本大学

2dan and over 二刀二段 二刀二段 二刀三段 二刀三段
千葉県 神奈川県 北海道 神奈川県

千葉童心塾優士スポチャンクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

亀井　大志 野澤　大喜 原田　優作 村上　雅啓
初　段 鳴門市第二中学校 宇都宮短期大学附属高等学校 愛媛大学
1dan 二刀初段 二刀初段 二刀初段 二刀初段

徳島県 栃木県 大阪府 愛媛県
阿波の禅板野スポチャンクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ

伏見　一紀 近藤　寛徒 開元　宏樹 今井　祥貴
１級・２級 栄中学校 桜丘中学校 日本大学 中宮中学校
1-2kyu 二刀２級 二刀１級 二刀１級 二刀１級

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府
埼玉三郷スポチャンクラブ 千葉童心塾優士スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ

豊野　礼士 藤本　宇敏 岩本　空竜 小山　紫月
３級～１０級 大杉第二小学校 菅田中学校 屋島中学校 榛東南小学校

3-10kyu 二刀５級 二刀３級 二刀３級 二刀３級
東京都 神奈川県 香川県 群馬県

武心館島田道場スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ

矢倉　士 Tsukasa Yakura
四條畷学園大学 Shijyounawategakuen University

二刀二段 Nito- 2dan
千葉県 Chibaken,JAPAN

千葉7童心塾優士スポチャンクラブ　Cｈibadoushinjyukuyusi spochanclub

二刀　Nito

３位　Bronze medal



部外種目代表
（グラチャン戦出場）

BUGAI Champion
(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

田中　裕士 勝部　剛 原田　優作 坂本　淳平
初段以上 金沢大学

1dan and over 楯小太刀初段 楯小太刀三段 楯小太刀初段 楯小太刀初段
石川県 広島県 大阪府 奈良県

広島大和スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 奈良三郷スポチャンクラブ

宮津　綾 田中　楓 山浦　玲音 篠原　大典
１級～４級 長尾中学校 岩岡中学校 小田原高等学校

1-4kyu 楯小太刀３級 楯小太刀３級 楯小太刀３級 楯小太刀１級
兵庫県 新潟県 兵庫県 神奈川県

兵庫刀流館スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

下夷　亜虎 市古　玖留美 ＫＡＲＡＮ ＮＥＰＡＬ 新井　駿太
５級・６級 江井島小学校 岩岡小学校 早稲田小学校
5-6kyu 楯小太刀５級 楯小太刀５級 楯小太刀 楯小太刀５級

兵庫県 兵庫県 ＮＥＰＡＬ 埼玉県
兵庫真成苑スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

棚田　皐介 金澤　音々 根石　天哉 奥永　悟生
７級・８級 博労小学校 海老江小学校 新和小学校 浜小学校
7-8kyu 楯小太刀７級 楯小太刀８級 楯小太刀７級 楯小太刀８級

富山県 大阪府 埼玉県 神奈川県
雄翔会富山スポチャンクラブ Ｙａｔｏｏ！館スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ 山王台スポチャンクラブ

豊野　湧士 木岡　夢結 五十嵐　りか 石塚　圭太
９級・１０級 大杉第二小学校 岩田西小学校 栃尾南小学校 松本小学校
9-10kyu 楯小太刀９級 楯小太刀９級 楯小太刀９級 楯小太刀

東京都 大阪府 新潟県 東京都
武心館島田道場スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ 武心館島田道場スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

藤岡　秋介 岸下　裕哉 河村　直仁 岩田　晃和
初段以上 神戸大学 善通寺第一高等学校

1dan and over 楯長剣初段 楯長剣二段 楯長剣三段 楯長剣二段
大阪府 愛知県 愛媛県 香川県

大阪蒼龍館スポチャンクラブ 名古屋武遊殿スポチャンクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ

河野　碧生 亀井　大志 今井　祥貴 竹末　琉生
１級・２級 秀英高等学校 第二中学校 中宮中学校 押部谷中学校
1-2kyu 楯長剣１級 楯長剣１級 楯長剣１級 楯長剣１級

神奈川県 徳島県 大阪府 兵庫県
藤沢青少年会館スポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ

寺井　健悟 三國　成永 山浦　汐音 下夷　竜生
３級～１０級 長岡東中学校 栄中学校 岩岡小学校 江井島中学校

3-10kyu 楯長剣３級 楯長剣３級 楯長剣５級 楯長剣３級
新潟県 埼玉県 兵庫県 兵庫県

新潟錬成館スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ

打突　部外（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、長槍、短槍、棒・杖）種目
Datotsu Bugai-Syumoku (Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Cho-so,Tan-so,Bo,Jo)

楯小太刀　Tate-kodachi

小山　雅史　Masashi Koyama
国士舘大学 Kokushikan University
長剣両手二段 Choken-ryote 2dan

東京都 Tokyoto

３位　Bronze medal

楯長剣　Tate-choken

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

小山　雅史 嶋田　知輝 ＣＯＵＲＴＯＩＳ ＪＥＲＥＭＹ 吉村　明倫
二段以上 国士舘大学 帝京大学

2dan and over 長剣両手二段 長剣両手三段 長剣両手三段 長剣両手二段
東京都 東京都 ＦＲＡＮＣＥ 千葉県

暗闇坂護心スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

閔　大庚 矢倉　史也 野澤　瑠南 岩城　輝彦
初　段 大阪青凌高等学校 早稲田大学
1dan 長剣両手初段 長剣両手初段 長剣両手初段 長剣両手初段

ＫＯＲＥＡ 千葉県 栃木県 東京都
千葉童心塾優士スポチャンクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ 早大剣隼会スポチャンクラブ

市古　憲一郎 郡家　正明 高橋　紀子 道政　尚悟
１級～１０級 岩岡中学校 日体荏原高等学校

1-10kyu 長剣両手１級 長剣両手１級 長剣両手１級 長剣両手１級
兵庫県 神奈川県 神奈川県 東京都

兵庫真成苑スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ ヤマザキスポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

BＥＮＯＺＥＮＥ RＯＮＡＩＮ 濵田　睦海 内藤 洋平 山﨑 友章
１０級以上 大阪産業大学附属高等学校 國學院大學
1-10kyu 短刀三段 短刀初段 短刀初段 短刀五段

1dan and over ＦＲＡＮＣＥ 大阪府 東京都 新潟県
枚方友心館スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ ヤマザキスポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

小比賀 朝成 石光 大生 山口 優平 井川 繁樹
１０級以上 國學院大學 國學院大學
1-10kyu 長槍初段 長槍初段 長槍三段 長槍五段

1dan and over 東京都 東京都 神奈川県 鹿児島県
國學院武刀会スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ ＡＵＮＫ藤沢スポチャンクラブ 鹿児島錬成会スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

東 憲一 宮本 真也 多田　栞 中川 裕太
１０級以上 神奈川県立保健福祉大学 新横浜歯科衛生士専門学校

1-10kyu 短槍三段 短槍初段 短槍初段 短槍初段
1dan and over 神奈川県 神奈川県 神奈川県 奈良県

スポチャンつばさクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 奈良三郷スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岩田 徹二 ＭＩＣＨＡＬ ＰＩＯＴＲＫＯＷＩＣＺ 辻村 誠崇 大内 力
１０級以上 麻布大学
1-10kyu 棒三段 棒三段 棒三段 棒二段

1dan and over 愛知県 ＰＯＬＡＮＤ 大阪府 東京都
名古屋武遊殿スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

３位　Bronze medal

短　槍　Tanso

３位　Bronze medal

棒・杖　Bo,Jo

長剣両手　Choken-ryote

３位　Bronze medal

短　刀　Tanto

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

長　槍　Choso



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

篭田　彰宏 田邊　賢一 多田　悟 沖牟田　浩之

長剣フリー五段 長剣フリー七段 長剣フリー五段 長剣フリー五段
奈良県 神奈川県 神奈川県 愛知県

奈良三郷スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

女子
チャンピオン

Woman
Champion

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村　五月 上野　博子 LOB ＭＯＲＧＡＮＥ 山本　華奈
初段以上 早稲田大学 汎愛高等学校

1dan and over 小太刀三段 小太刀三段 小太刀二段 小太刀初段
神奈川県 大阪府 ＦＲＡＮＣＥ 大阪府

県立武道館スポチャンクラブ 大阪有朋館スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

山本　夏海 伊藤　紗良 CＨＵＲＫＩＮＡ ＡＮＮＡ 内田　妙子
１級〜１０級 鵯台中学校 勝山中学校 小田原高等学校

1-10kyu 小太刀２級 小太刀２級 小太刀１級 小太刀１級
兵庫県 愛媛県 ＲＵＳＳＩＡ 神奈川県

神戸小部東ほっとスポチャンクラブ 松山竹田スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＬＥＰＴＡＫ ＫＳＥＮＩＡ 綿引　真紀 ＢＡＤＩＡ ＭＡＧＤＡ 櫻井　佑貴乃
初段以上 国士舘大学

1dan and over 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
ＲＵＳＳＩＡ 富山県 ＦＲＡＮＣＥ 東京都

雄翔会富山スポチャンクラブ 国士舘楓剣会スポチャンクラブ

伊藤　紗良 三國　尚恵 山浦　摩妃 上野　文華
１級〜１０級 勝山中学校 県立明石北高等学校 久米田中学校

1-10kyu 長剣フリー２級 長剣フリー３級 長剣フリー１級 長剣フリー１級
愛媛県 埼玉県 兵庫県 大阪府

松山竹田スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ 大阪有朋館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

武井　綾音 綿引　真紀 ＬＥＰＴＡＫ ＫＳＥＮＩＡ 岸　紫緒里
１０級以上 神田外国語学院 横浜創英大学
1-10kyu 二刀初段 二刀初段 二刀初段 二刀初段

1dan and over 千葉県 富山県 ＲＵＳＳＩＡ 神奈川県
千葉童心塾スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

二刀二段　Nito 2dan
千葉県　Chibaken,JAPAN

童心塾スポチャンクラブちば　Doushinjuku spochanculb chiba

３位　Bronze medal

県立武道館スポチャンクラブ　Kenritsubudokan spochanclub

長剣フリー　Choken-free

小太刀　Kodachi

得物自由　Emono-free

挑戦者　Challenger

神田外国語学院　Kandagaikokugogakuin

【個人戦】　女子部門 部門 Woman

女子チャンピオン　Woman Champion

武井　綾音　Ayane Takei 野村　五月　Satsuki Nomura
早稲田大　Waseda University

二刀二段　Nito 2dan
神奈川県 Kanagawa,JAPAN

３位　Bronze medal

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Oyakata

長剣フリー　Choken-free

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村　五月 尾田　浩江 藤谷　恭信 武井　綾音
三段以上 早稲田大学

3dan and over 基本動作三段 基本動作三段 基本動作四段 基本動作三段
神奈川県 徳島県 岡山県 千葉県

県立武道館スポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

吉村　美穂 髙杉　優作 井川　啓貴 栗原　静香
二　段 市川南高等学校 四国医療専門学校
2dan 基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段

千葉県 香川県 愛媛県 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 仁武館愛媛スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

亀井　大志 山本　華奈 松田　実来 綿引　真紀
初　段 鳴門市第二中学校 汎愛高等学校 橘中学校
1dan 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段

徳島県 大阪府 神奈川県 富山県
阿波の禅板野スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ

髙杉　実奈美 雪吉　莉来 多田　栞 山本　華澄
１級・２級 屋島小学校 長船中学校 新横浜歯科衛生士専門学校 城東中学校
1-2kyu 基本動作２級 基本動作２級 基本動作１級 基本動作２級

香川県 岡山県 神奈川県 大阪府
DreamWay屋島スポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

宮津　綾 岩田　紘典 KRISHALA GHISING 石井　優希
３級・４級 長尾中学校 飯山北小学校 松蔭大学
3-4kyu 基本動作３級 基本動作４級 基本動作３級 基本動作３級

兵庫県 香川県 ＮＥＰＡＬ 神奈川県
兵庫刀流館スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

桐生　朋哉 村嵜　小次郎 飯利　颯太 宮之前　琉花
５級・６級 新井小学校 成和小学校 神田小学校 山王台小学校
5-6kyu 基本動作５級 基本動作５級 基本動作６級 基本動作５級

千葉県 大阪府 新潟県 神奈川県
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 新潟錬成館スポチャンクラブ 山王台スポチャンクラブ

木岡　優結 飯利　愛美 渡辺　珠怜 竹内　凰騎
７級・８級 岩田西小学校 神田小学校 中山小学校 西小学校
7-8kyu 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 新潟県 神奈川県 神奈川県
大阪蒼龍館スポチャンクラブ 新潟錬成館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

宮津　聡 田中　弥妃 中川　羚夏 松田　啓悟
９級・１０級 丸橋小学校 栃尾東小学校 高城小学校 本町小学校
9-10kyu 基本動作１０級 基本動作９級 基本動作１０級 基本動作９級

兵庫県 新潟県 鳥取県 神奈川県
兵庫刀流館スポチャンクラブ 倉吉スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

東　憲一 内田　裕之 新井　裕太
小太刀三段以上の部 長剣フリー初段の部 楯長剣３～１０級の部

順位なし 明治大学 西宮中学校
小太刀三段 長剣フリー初段 楯長剣５級
神奈川県 東京都 東京都

スポチャンつばさクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

フェアプレー賞　Fairplay

３位　Bronze medal

【個人戦】　基本動作 部門


