
優　勝 準優勝 ３位

新潟ＮＳSC 兵庫真成苑SC 愛知童夢殿SC
須坂 友 市古 憲一郎 瀬口 隼哉

長剣フリー 初段 長剣フリー 二段 長剣フリー 初段

岡村 光起 下夷 竜生 和田 いくな
合　戦 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段 小太刀 初段

横山 樹 竹末 琉生 和田 奈々
（320㎝以下） 小太刀 初段 小太刀 初段 長剣フリー １級

関谷 楓斗 下夷 亜虎 瀬口 亜智
小太刀 初段 小太刀 １級 小太刀 ３級

監督　菅田 勝治 監督　磯上 真宏 監督　瀬口 憲一
新潟県 兵庫県 愛知県

優　勝 準優勝 ３位

大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC 童心塾SCちば
山本 華奈 長谷川 雅 八重樫 春菜
小太刀 初段 小太刀 初段 小太刀 初段

基本動作 山本 華澄 村上 優 桐生 純佳
小太刀 初段 小太刀 ３級 小太刀 初段

（３名同時） 吉田 桜香 小野 栄輝 桐生 朋哉
小太刀 ３級 小太刀 ３級 小太刀 ３級

監督　山本 美樹 監督　長谷川 一恵 監督　吉見 憲一
大阪府 大阪府 千葉県

グランド
チャンピオン

兵庫刀流館SC

第４２回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会in由比
スポーツ拠点づくり推進事業 第11回スポーツチャンバラ大会

平成29年3月19日　　於：静岡市由比体育館

【クラブチーム対抗団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技部門 基本動作　部門

髙杉 実奈美
屋島中学校

棒 初段

宮津 稜
伊丹西高校

　二刀 初段

兵庫県

DreamWay屋島SC

香川県



川嶋 龍雄
小太刀代表 大田原高校

（グラチャン戦出場） 初段

栃木県

夢翔館大田原SC

優　勝 準優勝

近藤 名菜 髙島 旭輝 山本 秀斗 福島 圭祐
９級～１０級 大瀬小学校 松山小学校 汐田小学校 新林小学校

９級 １０級 ９級 １０級

静岡県 愛知県 愛知県 神奈川県

浜松SC 愛知童夢殿SC 愛知童夢殿SC 藤沢青少年会館SC

橋本 尚也 宮津 聡 塩木 友仁 大滝 亮平
７級～８級 浜の宮小学校 丸橋小学校 菩提寺小学校 下小岩小学校

７級 ７級 ７級 ７級

兵庫県 兵庫県 滋賀県 東京都

高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC 滋賀健心塾SC 武心館島田道場SC

高岡 敦士 新城 大翔 松本 海都 渡邉 修永
５級～６級 奥田北小学校 壬生小学校 稲沢中学校 中山小学校

５級 ５級 ５級 ５級

富山県 栃木県 愛知県 神奈川県

雄翔会富山SC 栃木夢翔館SC 愛知童夢殿SC 県立武道館SC

三浦 侑稀 河野 蒼馬 田中 大輝 小嶋 拓斗
２級～４級 西の谷小学校 片瀬中学校 本町中学校（秦野市） 縄手南小学校

３級 ２級 ３級 ３級

千葉県 神奈川県 神奈川県 大阪府

千葉若葉SC 藤沢青少年会館SC 秦野勝敏SC 東大阪攻誠館SC

川嶋 龍雄 荒尾 梨乃 吉澤 春樹 堀田 直希
１級以上 大田原高校 明石城西高校 星久喜中学校 大正東中学校

初段 初段 初段 １級

栃木県 兵庫県 千葉県 大阪府

夢翔館大田原SC 兵庫真成苑SC 千葉若葉SC Yatoo!館SC

打突競技 部門

部内競技

小太刀

３位



金澤 瑚大朗
長剣フリー代表 八阪中学校
（グラチャン戦出場） ２級

大阪府

大阪臥龍塾SC

優　勝 準優勝

平井 健太郎 岡田 将文 鈴木 優一 福島 昌人
７級～１０級 菅原小学校 一亀小学校 鷺沼小学校 新林小学校

７級 ７級 ７級 ８級

大阪府 東京都 千葉県 神奈川県

枚方友心館SC ＢＳＣSC 童心塾SCちば 藤沢青少年会館SC

金澤 音々 藤田 陸暖 広野 成海 豊野 湧士
５級～６級 海老江東小学校 浜の宮小学校 清瀬第三小学校 大杉第二小学校

６級 ５級 ５級 ５級

大阪府 兵庫県 東京都 東京都

大阪臥龍塾SC 高砂武蔵SC 北多摩SC 武心館島田道場SC

金澤 瑚大朗 柳沢 大陸 川島 怜穏 小野 栄輝
２級～４級 八阪中学校 湘洋中学校 栄中学校（三郷市） 鴻池東小学校

２級 ４級 ３級 ３級

大阪府 神奈川県 埼玉県 大阪府

大阪臥龍塾SC 藤沢青少年会館SC 生麦SC 東大阪攻誠館SC

竹末 琉生 君島 拓時 下夷 竜生 和田 奈々
１級以上 三木東高校 矢板中央高校 明石清水高校 南稜中学校

初段 初段 初段 １級

兵庫県 栃木県 兵庫県 愛知県

兵庫真成苑SC 夢翔館大田原SC 兵庫真成苑SC 愛知童夢殿SC

宮津 稜
二刀代表 伊丹西高校

（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県

兵庫刀流館SC

優　勝 準優勝
村田 瑞稀 村嵜 小次郎 渡邉 珠怜 吉田 桜香

３級～１０級 斑鳩西小学校 成和小学校 中山小学校 春日丘小学校

４級 ３級 ４級 ４級

奈良県 大阪府 神奈川県 大阪府

奈良三郷SC 東大阪攻誠館SC 県立武道館SC 大阪蒼龍館SC

宮津 稜 市古 憲一郎 近藤 寛徒 佐々木 晟人
２級以上 伊丹西高校 明石清水高校 香里丘高校 尼崎高校

初段 初段 初段 二段

兵庫県 兵庫県 千葉県 兵庫県

兵庫刀流館SC 兵庫真成苑SC 千葉童心塾優士SC DreamWay兵庫SC

長剣フリー

３位

二　刀

３位



優　勝 準優勝
野中 翔 長谷川 進 八重樫 春菜 山本 直希

１０級以上 旭高校 孔舎衙中学校 昭和学院高校 布施工科高校

１級 １級 二段 初段

大阪府 大阪府 千葉県 大阪府

東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC 童心塾SCちば 大阪蒼龍館SC

堀田 直希
楯小太刀代表 大正東中学校
（グラチャン戦出場） ２級

大阪府

Yatoo!館SC

優　勝 準優勝
犬塚 就人 池田 煌 理崎 陽冴 小野寺 颯佑

９級～１０級 与進小学校 幸田小学校 末広小学校 岩切小学校

９級 １０級 ９級 ９級

静岡県 埼玉県 神奈川県 宮城県

浜松SC 生麦SC 秦野紫電塾SC 仙台SC

木岡 夢結 木岡 義心 藤田 穏空 竹野 雅崇
７級～８級 岩田西小学校 岩田西小学校 浜の宮小学校 生浜西小学校

７級 ８級 ７級 ７級

大阪府 大阪府 兵庫県 千葉県

大阪蒼龍館SC 大阪蒼龍館SC 高砂武蔵SC 工藤SC

金澤 音々 山田 和歌杏 小川 まひろ 新城 大翔
５級～６級 海老江東小学校 菩提寺北小学校 尾上小学校 壬生小学校

６級 ６級 ５級 ６級

大阪府 滋賀県 兵庫県 栃木県

大阪臥龍塾SC 滋賀健心塾SC 高砂武蔵SC 栃木夢翔館SC

多田 幸之丞 瀬口 亜智 村嵜 小次郎 前田 凛
３級～４級 幸福の科学学園関西高校 沓掛中学校 成和小学校 孔舎衙小学校

４級 ３級 ３級 ３級

北海道 愛知県 大阪府 大阪府

どさんこSC 愛知童夢殿SC 東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC

堀田 直希 前田 龍希 河野 蒼馬 藤本 宇敏
２級以上 大正東中学校 東海大付属仰星高校 片瀬中学校 菅田中学校

２級 初段 ２級 １級

大阪府 大阪府 神奈川県 神奈川県

Yatoo!館SC 東大阪攻誠館SC 藤沢青少年会館SC 県立武道館SC

部外競技

長剣両手

３位

３位

楯小太刀



須坂 友
楯長剣代表 長岡農業高校

（グラチャン戦出場） 初段

新潟県

新潟ＮＳSC

優　勝 準優勝
藤井 洸鷹 羽根 愛喜 奥永 悟生 横山 樹

５級～１０級 富熊小学校 菩提寺北小学校 浜小学校 小千谷中学校

５級 ７級 ５級 ５級

香川県 滋賀県 神奈川県 新潟県

坂出無心会SC 滋賀健心塾SC 山王台SC 新潟ＮＳSC

金澤 瑚大朗 長浜 恵太郎 木實 椋 小山 紫月
２級～４級 八阪中学校 西田地方小学校 御船高校 楱東中学校

２級 ３級 ３級 ３級

大阪府 富山県 熊本県 群馬県

大阪臥龍塾SC 雄翔会富山SC 翔武館熊本SC 上武SC

須坂 友 市古 憲一郎 長谷川 雅 今井 祥貴
１級以上 長岡農業高校 明石清水高校 上宮高校 大阪産業大学付属高校

初段 初段 初段 初段

新潟県 兵庫県 大阪府 大阪府

新潟ＮＳSC 兵庫真成苑SC 東大阪攻誠館SC 枚方友心館SC

優　勝 準優勝
竹末 琉生 佐々木 晟人 栗原 眞人 和田 いくな

１０級以上 三木東高校 尼崎高校 上溝南中学校 豊橋商業高校

長巻　初段 長巻　二段 短槍　４級 短刀　初段

兵庫県 兵庫県 神奈川県 愛知県

兵庫真成苑SC DreamWay兵庫SC スマイルSC 愛知童夢殿SC

３位

楯長剣

３位

短刀・短槍・長槍・棒・杖・長巻



優　勝 準優勝
塩見 真菜 加藤 祥太 池田 煌 水野 陽太

９級～１０級 和田小学校 立花小学校 幸田小学校 開成小学校

９級 １０級 １０級 ９級

福井県 埼玉県 埼玉県 大阪府

福井青空SC 生麦SC 生麦SC 枚方友心館SC

梅谷 彩加 上原 加鈴 木岡 義心 細川 智穂
７級～８級 伊保小学校 西小学校（秦野市） 岩田西小学校 高井戸第四小学校

７級 ８級 ７級 ７級

兵庫県 神奈川県 大阪府 東京都

高砂純心SC 秦野紫電塾SC 大阪蒼龍館SC 桃錬侍館SCＴＯＫＹＯ

木岡 夢結 遠矢 楓翔 遠矢 妃莉 水野 和輝
５級～６級 岩田西小学校 山田東小学校 山田東小学校 開成小学校

５級 ６級 ６級 ６級

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC 枚方友心館SC 枚方友心館SC

橋本 真依 梅谷 彩生 吉田 桜香 高岡 敦士
３級～４級 浜の宮小学校 伊保小学校 春日丘小学校 奥田北小学校

４級 ４級 ３級 ３級

兵庫県 兵庫県 大阪府 富山県

高砂武蔵SC 高砂純心SC 大阪蒼龍館SC 雄翔会富山SC

和田 奈々 疋田 真人 杉山 千尋 佐藤 優叶
１級～２級 南稜中学校 杉中学校 西山中学校 本町中学校（秦野市）

１級 １級 ２級 ２級

愛知県 大阪府 宮城県 神奈川県

愛知童夢殿SC 枚方友心館SC 仙台SC 秦野勝敏SC

髙杉 実奈美 山本 華澄 遠藤 留唯 松田 実来
初段以上 屋島中学校 茨田高校 鹿島学園高校 山北高校

初段 初段 初段 二段

香川県 大阪府 神奈川県 神奈川県

Dream Way 屋島SC 大阪蒼龍館SC 秦野紫電塾SC おだわら新玉SC

松田 啓悟 堀田 直希
小太刀５～６級の部 楯小太刀 ２級以上の部

（順位なし） 本町小学校（秦野市） 大正東中学校

６級 ２級

神奈川県 大阪府

秦野勝敏SC Yatoo!館SC

３位

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門


