
優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＦＲＡＮＣＥ ＰＯＬＡＮＤ ＪＡＰＡＮ ＲＵＳＳＩＡ
国別対抗 ALAIN GIROT MICHAL POLAK 佐々木　晟人 MANSHIN MAKSIMILIAN

団体戦 小太刀　五段 小太刀　初段 小太刀　初段 小太刀　二段　

National-team ROMAIN BENOZENE MICHAL PIOTRKOWICZ 矢倉　士 POMORTSEV VLADIMIR

Competition 長剣フリー 三段 長剣フリー　初段 長剣フリー 二段 長剣フリー　二段　

JEREMY FROMET KRZYSZTOF JERZYKOWSKI 藤岡　秋介 KHABIROV MIKHAIL
二刀　二段 二刀　２級 二刀 二段 二刀　二段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＪＡＰＡＮ ＫＯＲＥＡ ＦＲＡＮＣＥ ＲＵＳＳＩＡ
国別対抗 野村　五月 CHUNG DOO WON JEREMY COURTOIS KHABIROV MIKHAIL
団体戦 基本動作　三段 基本動作　七段 基本動作　四段 基本動作　三段

National-team 吉村　美穂 MIN DAE KYEONG FRANCOIS DADAT ULIANOVA SOFIA
Competition 基本動作　二段 基本動作　二段 基本動作　二段 基本動作　１級

木岡　夢結 JO ENN SUNG MAGDA BADIR BAUROV ALEXANDER
基本動作　７級 基本動作　二段 基本動作　初段 基本動作　４級

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

枚方友心館スポチャンクラブ 宇都宮短期大学附属高等学校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館スポチャンクラブ 國學院武刀会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

クラブ対抗 濵田　風磨 野澤　大喜 中村　伸彦 内藤　洋平
団体戦 小太刀 二段 長剣フリー 初段 小太刀 五段 長剣フリー 初段

Club-team 濵田　陸海 松田　英樹 馬淵　翔 神戸　昇汰
Competition 小太刀 初段 小太刀 初段 長剣フリー 二段 長剣フリー 初段

原田　優作 小野　穣二 西本　理央 大平　峻也
長剣フリー 初段 長剣フリー １級 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

今井　祥貴 横山　将太 五島　優
長剣フリー １級 小太刀 １級 小太刀 初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

大阪蒼龍館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば DreamWay屋島スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ

クラブ対抗 山本　美樹 武井　綾音 川田　多美子 高岡　康江
団体戦 小太刀 三段 小太刀 三段 棒 三段 二刀 初段

Club-team 山本　華奈 桐生　純佳 岩本　空竜 綿引　真紀
Competition 小太刀 初段 小太刀 １級 棒 初段 二刀 初段

山本　華澄 鈴木　優一 髙杉　実奈美 成瀬　圭馬
小太刀 初段 小太刀 ５級 棒 １級 二刀 初段

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

小太刀 ７級　Ｋｏｄａｃｈｉ　７ｋｙｕ

第４１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

岩田西小学校　　Ｉｗａｔａｎｉｓｈｉ　Ｐrimaryschool

平成２７年１１月１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) 1st NOV.,2015

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

アラン・ジロー　GILOT ALAIN 佐々木　晟人　Ａｋｉｔｏ　Ｓａｓａｋｉ

小太刀 三段　Ｋｏｄａｃｈｉ ３ｄａｎ

尼崎高等学校　Ａｍａｇａｓａｋｉ　Ｈｉｇｈｓｃｈｏｏｌ

二刀 五段　Ｎｉｔｏ ５dan 長巻 二段　Ｎａｇａｍａｋｉ　２dan

 フランス　ＦＲＡＮＣＥ 兵庫県　Ｈｙｏｕｇｏ，ＪＡＰＡＮ
　DreamWay兵庫スポチャンクラブ　DreamWayＨｙｏｇｏ Spochanclub

木岡　夢結　Ｙｕｉｙｕ　Ｋｉｏｋａ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

神奈川県　Ｋａｎａｇａｗａ，ＪＡＰＡＮ 大阪府　Ｏｓａｋａ，ＪＡＰＡＮ
県立武道館スポチャンクラブ　Kenritsubudoukan Spochanclub 大阪蒼龍館スポチャンクラブ　Osaka Souryu-kan 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

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

野村　五月  Satsuki Nomura



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

松本　晋和 奥田　克幸 中村　伸彦 浦川　渚人
二段以上 甲南大学

三段 三段 五段 二段

2dan and over 神奈川県 大阪府 神奈川県 兵庫県

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 県立武道館スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ

西川　慧 芳賀　秀定 大原　洋亮 須坂　友
初　段 国士舘大学 佛教大学 長岡農業高等学校

初段 初段 初段 初段

1dan 東京都 栃木県 京都府 新潟県
国士舘颯剣会スポチャンクラブ 夢翔館大田原スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ

SURGENT OLIVIER 原科　圭汰 櫻井　大輝 福田　秀次郎
１級・２級 大田原高等学校 第一中学校（富田林市） 早稲田大学

２級 １級 ２級 １級

1-2kyu ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ 栃木県 大阪府 東京都
夢翔館大田原スポチャンクラブ 富翔館スポチャンクラブ 早稲田剣隼会スポチャンクラブ

下夷　亜虎 河野　蒼馬 市古　玖留美 KARAN NEPAL
３級・４級 江井島中学校 片瀬中学校 岩岡中学校

３級 ４級 ３級 ３級

3-4kyu 兵庫県 神奈川県 兵庫県 ＮＥＰＡＬ

兵庫真成苑スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ

重山　陽輝 栗原　眞人 根石　天哉 西塚　美波
５級・６級 江陽中学校 上溝南中学校 新和小学校 若松小学校

５級 ５級 ５級 ５級

5-6kyu 新潟県 神奈川県 埼玉県 千葉県

新潟NSスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ 西塚スポチャンクラブ

飯利　愛美 山本　春輝 ZAKORZHEVSKII ALEKSANDR 橋本　真依
７級・８級 神田小学校 栃尾東小学校 浜の宮小学校

７級 ８級 ７級 ７級

7-8kyu 新潟県 新潟県 ＲＵＳＳＩＡ 兵庫県

新潟錬成館スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ

関谷　凛斗 橋本　尚也 鈴木　寛人 青山　智輝
９級・１０級 塩沢小学校 浜の宮小学校 川和小学校 川戸小学校

９級 ９級 ９級 ９級

9-10kyu 新潟県 兵庫県 神奈川県 千葉県

新潟NSスポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ 千葉若葉スポチャンクラブ

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

小太刀　Ｋｏｄａｃｈｉ

小太刀 三段　Kodachi ３ｄａｎ

神奈川県　Ｋａｎａｇａｗａ，ＪＡＰＡＮ
県立武道館スポチャンクラブ　Kenritsubudoukan Spochanclub

松本　晋和　Ｓｈｉｎｙａ　Ｍａｒｔｓｕｍｏｔｏ

３位　Bronze medal



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

BENOZENE ROMAIN 澁澤　由明 長谷部　洋祐 井川　繁樹
三段以上

三段 三段 五段 六段

3dan and over ＦＲＡＮＣＥ 神奈川県 神奈川県 鹿児島県

AUNK藤沢スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 鹿児島錬成会スポチャンクラブ

BARYSHNIKOV MIKHAIL 濵田　風麿 宮本　真也 矢倉　士
二段 大谷大学 県立保健福祉大学（神奈川） 四條畷学園大学

二段 二段 二段 二段

2dan ＲＵＳＳＩＡ 大阪府 神奈川県 千葉県

枚方友心館スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 千葉童心塾優士スポチャンクラブ

宮津　綾 CAFARO GIOVANNI 五島　優 川端　崇陽
初段 長尾中学校 国士舘大学

初段 初段 初段 初段

1dan 兵庫県 ＩＴＡＬＩＡ 神奈川県 神奈川県

兵庫刀流館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 早稲田剣隼会スポチャンクラブ

君島　拓時 下夷　竜生 森田　圭祐 小野　穣二　
１級・２級 矢板中央高等学校 江井島中学校 東海大学付属熊本星翔高等学校 宇都宮短期大学付属高等学校

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 栃木県 兵庫県 熊本県 栃木県
夢翔館大田原スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ 翔武館熊本スポチャンクラブ 宇都宮短期大学付属高等学校スポチャンクラブ

和田　奈々 町田　貴亮 伊藤　寛記 佐藤　芳勇
３級・４級 南稜中学校 中之条高等学校 桜の宮小学校 大庭中学校

３級 ３級 ４級 ４級

3-4kyu 愛知県 群馬県 兵庫県 神奈川県

愛知童夢殿スポチャンクラブ 群馬BBスカイスポチャンクラブ 神戸小部東ほっとスポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

小野　栄輝 MOHAMMED SHAMSUDDIN AHMED 柳沢　大陸 畑中　棟伍
５級・６級 鴻池東小学校 辻堂小学校 倉治小学校

５級 ５級 ６級 ５級

5-6kyu 大阪府 ＩＮＤＩＡ 神奈川県 大阪府
東大阪攻誠館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ

金澤　音々 藤井　洸鷹 竹中　彰良 西川　遼
７級～１０級 海老江東小学校 富熊小学校 川崎小学校 千手小学校

８級 ８級 ８級 ７級

7-10kyu 大阪府 香川県 新潟県 新潟県

坂出無心会スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ

３位　Bronze medal

ミハイル・バリシニコフ　BARYSHNIKOV MIKHAIL

長剣フリー 二段　Choken-free ２ｄａｎ

ロシア　ＲＵＳＳＩＡ

長剣フリー　Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ



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

GIROT ALAIN JEREMY FROMET 藤岡　秋介 岸下　裕弥
二段以上 神戸大学

五段 二段 二段 三段

2dan and over ＦＲＡＮＣＥ ＦＲＡＮＣＥ 大阪府 愛知県

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

原田　優作 今井　祥貴 井手　涼太 福島　誠次
初段 香里丘高等学校 大阪産業大学付属高等学校 明治大学

初段 初段 初段 初段

1dan 大阪府 大阪府 東京都 兵庫県

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 明治碧剣会スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ

三國　允之 鈴木　豊 市古　憲一郎 廣野　充輝
１級・２級 春日部共栄高等学校 明石清水高等学校

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 埼玉県 静岡県 兵庫県 東京都

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 北多摩スポチャンクラブ

藤本　宇敏 郡家　正浩 豊野　礼士 寺井　満莉愛
３～１０級 菅田中学校 中原養護学校 大杉第二小学校 神田小学校

３級 ３級 ３級 ７級

3-10kyu 神奈川県 神奈川県 東京都 新潟県

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 武心館島田道場スポチャンクラブ 新潟錬成館スポチャンクラブ

長剣両手
（グラチャン戦出場）

Choken-ryote Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

KRZYSZTOF JERZYKOWSKI PETRUCCIO MARCO MIN DAE KYEONG 堀井 慎介
初段以上

初段 初段 初段 初段

1dan and over ＰＯＬＡＮＤ ＩＴＡＬＩＡ ＫＯＲＥＡ 富山県

雄翔会富山スポチャンクラブ

藤原　叶多 SURGENT OLIVIER SEBASTIAN DLUGOLECKI 山本　紘大
１級～１０級 堅上中学校 明治大学

１級 ９級 ５級 １級

1-10kyu 大阪府 ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ ＰＯＬＡＮＤ 東京都

履正十三スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

BENOZENE ROMAIN 生江　竜平 宮津　佐俊 江田　和馬
１０級以上 十日市場中学校

1-10kyu 三段 初段 二段 初段

1dan and over ＦＲＡＮＣＥ 静岡県 兵庫県 神奈川県

兵庫刀流館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

堅上中学校　Ｋａｔａｋａｍｉ　ｊｕｎｉｏｒｈｉｇｈｓｃｈｏｏｌ 

長剣両手 １級　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ １Ｋｙｕ

大阪府 Ｏｓａｋａ，ＪＡＰＡＮ

履正十三スポチャンクラブ Riseijyuso Spochanclub

藤原　叶多　Ｋａｎａｔａ　Ｆｕｊｉｈａｒａ

アラン・ジロー　GIROT ＡＬＡＩＮ

二刀 五段　Ｎｉｔｏ ５ｄａｎ

フランス　ＦＲＡＮＣＥ

長剣両手　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

短　刀　　Ｔａｎｔｏ

二　刀　　Ｎｉｔｏ

３位　Bronze medal

打突　部外（長剣両手、短刀、長槍、棒・杖、楯小太刀、短槍、楯長剣、長巻）

Ｄａｔｏｔｓｕ ＢＵＧＡＩ（Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ,Ｔａｎｔｏ,Ｃｈｏｓｏ,Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈi,Tanso,Tate-choken,Nagamaki)



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

GIROT ALAIN 小比賀　朝成 山口　優平 山邉　北斗
１０級以上
1-10kyu 三段 初段 三段 初段

1dan and over ＦＲＡＮＣＥ 東京都 神奈川県 徳島県
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 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岩田　徹二 FRANCOIS DADAT 西島　大地 成瀬　圭馬
１０級以上
1-10kyu 二段 初段 初段 初段

1dan and over 愛知県 ＦＲＡＮＣＥ 神奈川県 富山県
名古屋武遊殿スポチャンクラブ 藤沢本町スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Tate-kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ARTHUR CETAIRE 矢倉　士 村上　岳央 三野　敦輝
初段以上 四條畷学園大学

初段 二段 初段 初段

1dan and over ＦＲＡＮＣＥ 千葉県 東京都 香川県
千葉童心塾優士スポチャンクラブ 東大颯剣会スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ

野中　翔 森田　圭祐 BAUROV ALEXANDER 福原　さつき
１級・２級 大東中学校 東海大学付属熊本星翔高等学校

１級 ２級 ２級 ２級

1-2kyu 大阪府 熊本県 ＲＵＳＳＩＡ 新潟県
東大阪攻誠館スポチャンクラブ 翔武館熊本スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ

市古　玖留美 多田　幸之丞 藤本　宇敏 伊藤　寛記
３級・４級 岩岡中学校 真駒内曙中学校 菅田中学校 桜の宮小学校

３級 ４級 ３級 ４級

3-4kyu 兵庫県 北海道 神奈川県 兵庫県

兵庫真成苑スポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ 県立武道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

小野　栄輝 長浜　恵太郎 MOHAMMED SHAMSUDDIN AHMED 瀬口　亜智
５級・６級 鴻池東小学校 西田地方小学校 水掛小学校

５級 ５級 ５級 ５級

5-6kyu 大阪府 富山県 ＩＮＤＩＡ 愛知県
東大阪攻誠館スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ 名古屋童夢殿スポチャンクラブ

新井　泰輝 木岡　夢結 山本　春輝 関谷　凛斗
７級・８級 早稲田小学校 岩田西小学校 栃尾東小学校 塩沢小学校

７級 ８級 ８級 ７級

7-8kyu 埼玉県 大阪府 新潟県 新潟県

埼玉三郷スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ

磯　芽依 渡邉　二瑚 細川　智穂 町田　芽生
９級・１０級 大山小学校 中山小学校 高井戸第四小学校 中之条小学校

９級 ９級 １０級 ９級

9-10kyu 栃木県 神奈川県 東京都 群馬県
夢翔館大田原スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 群馬BBスカイスポチャンクラブ

フランス　ＦＲＡＮＣＥ

セタール・アルチュール　ARTHUR CETAIRE

楯小太刀 初段　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ １ｄａｎ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

長　槍　　Ｃｈｏｓｏ

棒・杖　　Ｂｏ，Ｊｏ

楯小太刀　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

伊藤　真樹男 中嶋　宏充 宮本　真也 眞保　篤
１０級以上 東京柔道整復専門学校 県立保健福祉大学（神奈川）

1-10kyu 初段 初段 初段 二段

1dan and over 埼玉県 神奈川県 神奈川県 神奈川県

生麦スポチャンクラブ 東京よみまちスポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

楯長剣
（グラチャン戦出場）

Tate-choken Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

MANSHIN MAKSIMILIAN 藤岡　秋介 竹内　義直 MOHAMED FARGHALY
初段以上 神戸大学

三段 初段 二段 初段

1dan and over ＲＵＳＳＩＡ 大阪府 北海道 ＥＧＹＰＴ

大阪蒼龍館スポチャンクラブ

寺井　健悟 石黒　雄平 小泉　一美 石川　大雅
１級・２級 長岡東中学校 小千谷高等学校 三島東中学校

１級 １級 ２級 １級

1-2kyu 新潟県 新潟県 神奈川県 愛媛県

新潟錬成館スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ 相模原磯スポチャンクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ

佐藤　芳勇 落合　玲祐 郡家　正浩 小林　峻大
３級・４級 大庭中学校 札幌科学技術専門学校高等課程 中原養護学校 堤岡中学校

４級 ３級 ３級 ３級

3-4kyu 神奈川県 北海道 神奈川県 新潟県
藤沢青少年会館スポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ

横山　樹 柳沢　大陸 樋渡　貫太 内藤　颯亮
５級～１０級 小千谷中学校 辻堂小学校 下音更中学校 旭小学校

５級 ６級 ５級 ６級

5-10kyu 新潟県 神奈川県 北海道 群馬県

新潟NSスポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ 道東十勝スポチャンクラブ 群馬飛心館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

佐々木　晟人 臼井　澄史 内野　健司 中村　将史
１０級以上 尼崎高等学校 不破高等学校

1-10kyu 二段 六段 初段 初段

1dan and over 兵庫県 岐阜県 神奈川県 愛知県
　DreamWay兵庫スポチャンクラブ 岐阜不破魂スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ HANDAスポチャンクラブ柔剣会

新潟県　Ｎｉｉｇａｔａ，ＪＡＰＡＮ
新潟錬成館スポチャンクラブ　Ｎｉｉｇａｔａｒｅｎｓｅｉｋａｎ Spochanclub

長岡東中学校　Ｎａｇａｏｋａｈｉｇａｓｈｉ　ｊｕｎｉｏｒｈｉｇｈｓｃｈｏｏｌ 

１級　１Ｋｙｕ

寺井　健悟　Ｋｅｎｇｏ　Ｔｅｒａｉ

短　槍　　Ｔａｎｓｏ

長　巻　　Ｎａｇａｍａｋｉ

楯長剣　　Ｔａｔｅ-ｃｈｏｋｅｎ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

田水　秀典 田邊　賢一 CHUNG DOO WON 多田　悟
三段以上

楯長剣 六段 長槍 七段 二刀 六段 長巻 三段

3dan and over 広島県 神奈川県 ＫＯＲＥＡ 神奈川県

広島大和スポチャンクラブ 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

女子代表
（グラチャン戦出場）

Woman Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

森内　瑞季 掛上　麻衣 山野　夏海 原田　彩希
１０級以上 東洋大学 金沢大学 明石高等専門学校 大阪市立高等学校

長剣フリー 初段 長剣フリー 初段 長剣フリー ２級 長剣フリー １級

10kyu and over 東京都 石川県 兵庫県 大阪府

東洋TSCスポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

武井　綾音 竹中　優生 奥野　真帆 綿引　真紀
１０級以上 神田外語学院 枚方津田高等学校 枚方高等学校

初段 １級 １級 初段

10kyu and over 千葉県 大阪府 大阪府 富山県

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 枚方友心館スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

DELLA ROCCA MAFAUDA 綿引　真紀 SABATASSO RITA ADRIJAHA BARSI
１０級以上

楯長剣 三段 楯長剣 初段 楯長剣 初段 楯長剣 三段

10kyu and over ＩＴＡＬＩＡ 富山県 ＩＴＡＬＩＡ ＳＥＲＢＩＡ

雄翔会富山スポチャンクラブ

二刀 初段 Ｎｉｔｏ－１ｄａｎ

千葉県　Ｃｈｉｂａ，ＪＡＰＡＮ
童心塾スポチャンクラブちば　Ｄｏｕｓｈｉｎｊｙｕｋｕ Spochanclub Chiba

二　刀　　Ｎｉｔｏ

３位　Bronze medal

得物自由　Emono-ｆｒｅｅ

【個人戦】　女子打突競技 部門  Ｗｏｍａｎ-Ｄａｔｏｔｓｕ『ＳｐｏｃｈａｎＬａｄｙ』

神田外語学院　Ｋａｎｄａ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ of Foreign Languages

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Ｍａｓｔｅｒ-Ｄａｔｏｔｓｕ『Ｏｙａｋａｔａ』

武井　綾音 Ａｙａｎｅ　Ｔａｋｅｉ

小太刀・長剣フリー　Ｋｏｄａｃｈｉ,Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ

３位　Bronze medal

部外競技　ＢＵＧＡＩ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村　五月 CHUNG DOO WON 武井　綾音 井川　繁樹
三段以上 神田外語学院

三段 七段 三段 五段

3dan and over 神奈川県 ＫＯＲＥＡ 千葉県 鹿児島県

県立武道館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 鹿児島錬成会スポチャンクラブ

吉村　美穂 髙杉　健太朗 竹内　義親 宮津　佐俊
二　段 市川南高等学校 志度高等学校

二段 二段 二段 二段

2dan 千葉県 香川県 神奈川県 兵庫県

童心塾スポチャンクラブちば DreamWay屋島スポチャンクラブ 秦野紫電塾スポチャンクラブ 兵庫刀流館スポチャンクラブ

和田　いくな 佐々木　晟人 綿引　真紀 山本　華奈
初　段 豊橋商業高等学校 尼崎高等学校 汎愛高等学校

初段 初段 初段 初段

1dan 愛知県 兵庫県 富山県 大阪府

愛知童夢殿スポチャンクラブ DreamWay兵庫スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

髙杉　実奈美 伊藤　寛記 BAUROV ALEXANDER KRISHALA GHISING
１級・２級 屋島中学校 桜の宮小学校

１級 ２級 ２級 ２級

1-2kyu 香川県 兵庫県 ＲＵＳＳＩＡ ＮＥＰＡＬ
DreamWay屋島スポチャンクラブ 神戸小部東ほっとスポチャンクラブ

高岡　敦士 和田　奈々 村上　優 吉田　桜香
３級・４級 奥田北小学校 南稜中学校 縄手小学校 春日丘小学校

３級 ３級 ３級 ４級

3-4kyu 富山県 愛知県 大阪府 大阪府

雄翔会富山スポチャンクラブ 愛知童夢殿スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

渡邉　珠怜 山田　和歌杏 宮之前　琉花 鈴木　優一
５級・６級 中山小学校 菩提寺北小学校 山王台小学校 鷺沼小学校

６級 ５級 ５級 ５級

5-6kyu 神奈川県 滋賀県 神奈川県 千葉県

県立武道館スポチャンクラブ 滋賀健心塾スポチャンクラブ 山王台スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

木岡　夢結 松浦　穂華 豊野　湧士 細川　智穂
７級・８級 岩谷西小学校 加茂小学校 大杉第二小学校 高井戸第四小学校

７級 ８級 ７級 ８級

7-8kyu 大阪府 兵庫県 東京都 東京都

大阪蒼龍館スポチャンクラブ 兵庫刀流館スポチャンクラブ 武心館島田道場スポチャンクラブ 挑練侍館スポチャンクラブTOKYO

宮津　聡 鈴木　慶次 山下　優介 熊野　一星
９級・１０級 丸橋小学校 鷺沼小学校 若宮小学校 上川面小学校

９級 １０級 １０級 ９級

9-10kyu 兵庫県 千葉県 東京都 新潟県

兵庫刀流館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 挑練侍館スポチャンクラブTOKYO 新潟NSスポチャンクラブ

【個人戦】　基本動作 部門　Ｋｉｈｏｎｄｏｕｓａ

３位　Bronze medal


