
優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

FRANCE JAPAN ITALY RUSSIA
国別対抗 CETAIRE ARTHUR 佐々木　晟人 SERRONE MATTIA KLIUKVIN ARTEM
団体戦 小太刀 三段　 小太刀 二段 小太刀 初段 小太刀 初段

National-team BENOZENE　ROMAIN 原科　太一 CAFARO GIOVANNI MANSHIN MAKSIMILIAN

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

FRANCOIS DADAT 矢倉　士 SERRONE FRANCESCO OSOKIN LEONID
二刀 三段 二刀 二段 二刀 初段 二刀 初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

JAPAN ITALY SINGAPORE EGYPT
国別対抗 野村　五月 ALIBERTI MIRYAM CHENG HUNG LEUNG ALI ZEID SHINSHI
団体戦 基本動作 四段 基本動作 三段 基本動作 五段 基本動作 四段

National-team 吉村　美穂 CONTESIMO ANNACHIARA RINTO RIFIRION KARIM KHEDR
Competition 基本動作 二段 基本動作 三段 基本動作 四段 基本動作 初段

山本　華奈 DI NICOLA SARA LEON LEE MOHAMED FARGHALY
基本動作 初段 基本動作 二段 基本動作 １級 基本動作 初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

枚方友心館スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

クラブ対抗 奥田　克幸 長谷川　雅 神戸　昇汰 西本　理央
団体戦 小太刀 三段 長剣フリー 初段 小太刀 二段 小太刀 三段

Club-team 濵田　風磨 長谷川　進 大平　峻也 伊織　奨悟
Competition 長剣フリー 二段 長剣フリー １級 小太刀 初段 長剣フリー 二段

濵田　陸海 野中　翔 永井　実則 馬淵　翔
小太刀 二段 長剣フリー １級 長剣フリー 初段 長剣フリー 二段

今井　祥貴 内藤　洋平 五島　優
長剣フリー 初段 長剣フリー 初段 小太刀 初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal
DreamWay屋島スポチャンクラブ おだわら新玉スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

クラブ対抗 川田　多美子 松田　実来 浦川　公子 山本　美樹
団体戦 棒 三段 小太刀 二段 小太刀 四段 小太刀 三段

Club-team 髙杉　実奈美 松田　嵩大 浦川　渚人 山本　崇文
Competition 棒 初段 小太刀 １級 小太刀 二段 小太刀 三段

髙杉　建太朗 立木　政充 福島　政次 吉田　桜香
棒 １級 小太刀 １級 小太刀 二段 小太刀 ４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

Komazawa Olympic park general sports ground Gymnasiom (Tokyo,Japan) 7st NOV.,2016

打突競技　部門　Ｄａｔｏｔｓｕ

基本動作　部門　Ｋｉｈｏｎｄｏｕｓａ

長剣フリー 三段　Choken-free ３ｄａｎ 棒 二段　　Ｂｏ　２ｄａｎ

基本動作 二段　 Kihondousa 2ｄａｎ

第４２回　スポーツチャンバラ世界選手権大会

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

屋島中学校　 Yashima Junior-highschool 産業能率大学　　Ｓａｎｎｏ Ｕｎｉｖａｒｓｉｔｙ

平成２８年１１月６日　　於：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）

ロシア　ＲＵＳＳＩＡ

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

マンシン・マクシミリアン　MANSHIN MAKSIMILIAN フランソワ・ダダ　FRANCOIS DADAT

基本動作 初段　 Kihondousa 1ｄａｎ

フランス　　ＦＲＡＮＣＥ

吉村　美穂　Ｍｉｈｏ Ｙｏｓｈｉｍｕｒａ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

【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

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

第２位　Ｆｉｎｉｓｈ　Ｓｅｃｏｎｄ

髙杉　実奈美　Minami Takasugi

香川県　Ｋａｇａｗａ，ＪＡＰＡＮ



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

CETAIRE ARTHUR 伊藤　真樹男 神戸　昇汰 三野　敦輝
二段以上 國學院大學

三段 三段 二段 二段

2dan and over ＦＲＡＮＣＥ 埼玉県 東京都 香川県

生麦スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ

原科　圭汰 竹本　樹亜 佐藤　隆二 北川　孝太
初　段 大田原高等学校 浪速高等学校 明治大学 佛教大学

初段 初段 初段 初段

1dan 栃木県 大阪府 東京都 京都府
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 明治碧剣会スポチャンクラブ 佛教大学スポチャンクラブ

櫻井　大輝 蜂谷　敏樹 竹前　和彦 郡家　正明
１級・２級 富田林第一中学校 明治大学 横浜国立大学 鹿島学園高等学校

２級 １級 １級 １級

1-2kyu 大阪府 神奈川県 神奈川県 神奈川県

富翔館スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

豊野　礼士 ADAM BALCIK KRISHALA GHISNG 大平　介翔
３級・４級 松江第三中学校 第六中学校（前橋市）

３級 ３級 ３級 ３級

3-4kyu 東京都 ＳＬＯＶＡＫＩＡ ＮＥＰＡＬ 群馬県
武心館島田道場スポチャンクラブ 上武スポチャンクラブ

渡邉　修永 TATARINAVA MARIA 竹内　妃那 竹内　凰騎
５級・６級 中山小学校 西小学校（秦野市） 西小学校（秦野市）

６級 ５級 ６級 ６級

5-6kyu 神奈川県 ＢＥＬＡＲＵＳ 神奈川県 神奈川県

県立武道館スポチャンクラブ 秦野紫電塾スポチャンクラブ 秦野紫電塾スポチャンクラブ

MOHAMMED SHAMSUDDIN AHMED 佐藤　裕一朗 竹中　彰良 岡田　専菜
７級・８級 見附中学校 川崎小学校 第一亀戸小学校

７級 ７級 ７級 ８級

7-8kyu ＩＮＤＩＡ 新潟県 新潟県 東京都

新潟錬成館スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ

伊丹　龍丸 梅谷　彩加 鏑木　洋太 片桐　心優
９級・１０級 川崎小学校 伊保小学校 香取小学校 名木野小学校

９級 ９級 ９級 ９級

9-10kyu 新潟県 兵庫県 東京都 新潟県

新潟錬成館スポチャンクラブ 高砂純心スポチャンクラブ ＢＳＣ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

FRANCE

小太刀 三段　Kodachi ３ｄａｎ

セタール・アルチュール　CETAIRE ARTHUR

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

MANSHIN MAKSIMILIAN 吉村　明倫 BILLIAU LOIC 菅田　勝治
三段以上 帝京大学

三段 三段 三段 三段

3dan and over ＲＵＳＳＩＡ 千葉県 ＦＲＡＮＣＥ 新潟県

童心塾スポチャンクラブちば 新潟ＮＳスポチャンクラブ

小山　雅史 野澤　大喜 藤田　英之 LEUX FLORIAN
二段 成蹊大学

二段 二段 二段 二段

2dan 東京都 栃木県 千葉県 ＦＲＡＮＣＥ

文京スポチャンクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

CAFARO GIOVANNI 矢倉　史也 沼上　耀一郎 石川　大雅
初段 関西福祉科学大学 明治大学 三島東中学校

初段 初段 初段 初段

1dan ＩＴＡＬＹ 千葉県 東京都 愛媛県
千葉童心塾優士スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ

川島　宙 寺田　和矢 岩田　紘典 森田　圭祐
１級・２級 明治大学 早稲田大学 飯山中学校 東海大学付属星翔高等学校

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 東京都 東京都 香川県 熊本県

明治碧剣会スポチャンクラブ 早稲田剣隼会スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ 翔武館熊本スポチャンクラブ

柳沢　大陸 横山　樹 瀬口　亜智 赤井　健人
３級・４級 湘洋中学校 小千谷中学校 沓掛中学校 栄中学校（三郷市）

４級 ３級 ３級 ３級

3-4kyu 神奈川県 新潟県 愛知県 埼玉県
藤沢青少年会館スポチャンクラブ 名古屋童夢殿スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

棚田　皐介 金澤　音々 西村　紅弾丸 重田　和希
５級・６級 ５級 ６級 ５級 ５級

博労小学校 海老江東小学校 鵠沼中学校 大庭中学校

5-6kyu 富山県 大阪府 神奈川県 神奈川県

雄翔会富山スポチャンクラブ 大阪臥龍塾スポチャンクラブ 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

豊野　湧士 HERVOUET LUNA 木岡　夢結 MARTIN  BARTUNEK
７級～１０級 ７級 ７級 ７級 １０級

大杉第二小学校 岩田西小学校 　　

7-10kyu 東京都 ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ 大阪府 ＣＺＥＣＨ ＲＦＰＵＢＬＩＣ
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

３位　Bronze medal

マンシン・マクシミリアン　MANSHIN MAKSIMILIAN

長剣フリー 三段　Choken-free ３ｄａｎ

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

藤岡　秋介　 FRANCOIS DADAT 山口　優平 竹内　義直
二段以上

二段 三段 二段 二段

2dan and over 大阪府 ＦＲＡＮＣＥ 神奈川県 北海道

大阪蒼龍館スポチャンクラブ AUNK藤沢スポチャンクラブ

宮津　綾 五島　優 長谷川　雅 CHRISTIAN CAPPUCCIO

初段 伊丹西高等学校 国士舘大学 上宮高等学校

初段 初段 初段 初段

1dan 兵庫県 神奈川県 大阪府 ＩＴＡＬＹ

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 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

野中　翔 矢倉　匡 添谷　朋生 藤本　宇敏
１級・２級 旭高等学校 第四中学校（枚方市） 宇都宮短期大学付属高等学校 菅田中学校

１級 １級 １級 ２級

1-2kyu 大阪府 千葉県 栃木県 神奈川県
東大阪攻誠館スポチャンクラブ 千葉童心塾優士スポチャンクラブ 宇都宮短期大学付属高等学校スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

市古　玖留美 中村　航大 HIKOLA MIJAJLOVIC 郡家　正浩
３～１０級 岩岡中学校 段上小学校 中原養護学校高等部

３級 ４級 ３級 ３級

3-10kyu 兵庫県 兵庫県 ＳＥＲＢＩＡ 神奈川県

兵庫真成苑スポチャンクラブ 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

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

小山　雅史 和田　義浩 依田　純太 篭田　彰宏
二段以上 流通科学大学

二段 二段 二段 三段

2dan and over 東京都 千葉県 兵庫県 奈良県

文京スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 高砂純心スポチャンクラブ 奈良三郷スポチャンクラブ

弘田　翼 加藤　広也 浦井　健太 牧野　優樹
初段 高知大学 立命館大学

初段 初段 初段 初段

1dan 大阪府 高知県 京都府 新潟県

富翔館スポチャンクラブ 土佐龍馬スポチャンクラブ 紀州護誠館スポチャンクラブ

長谷川　進 松田　将明 菅原　幹人 景山　智成
１級・２級 孔舎衙中学校 明治大学 上智大学 不破高等学校

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 大阪府 東京都 東京都 岐阜県
東大阪攻誠館スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ 岐阜不破魂スポチャンクラブ

TIBOR FIGEI 高岡　敦士 村上　優 TANAPAT WEERANA
３級～１０級 奥田北小学校 縄手小学校

５級 ３級 ４級 ５級

3-10kyu ＳＬＯＶＡＫＩＡ 富山県 大阪府 ＴＨＡＩＬＡＮＤ

雄翔会富山スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ

長剣両手 初段　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ １ｄａｎ

大阪府 Ｏｓａｋａ，ＪＡＰＡＮ

二刀 二段　 Ｎｉｔｏ ２ｄａｎ

大阪府  Ｏｓａｋａ，ＪＡＰＡＮ
大阪蒼龍館スポチャンクラブ Osakasoryukan Spochanclub

藤岡　秋介　Ｓｈｕｓｕｋｅ　Ｆｕｊｉｏｋａ

弘田　翼　Ｔｓｕｂａｓａ　Ｈｉｒｏｔａ
長剣両手　Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ

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）

富翔館スポチャンクラブ Ｆｕｓｈｏｋａｎ Spochanclub

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

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

大原　洋亮 山崎　友章 宮津　佐俊 MASAKIN ＩURIＩ
ALL 佛教大学

dan and kyu 初段 七段 二段 初段

京都府 新潟県 兵庫県 ＲＵＳＳＩＡ

佛教大学スポチャンクラブ 兵庫刀流館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

門脇　直彦 川田　雄太郎 BENOZENE ROMAIN 古川　昇
ALL

dan and kyu 五段 二段 三段 三段

兵庫県 香川県 ＦＡＲＮＣＥ 滋賀県
神戸小部東ほっとスポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ 道心塾大津スポチャンクラブ

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

CETAIRE ARTHUR SERRONE MATTIA 西川　慧 近藤　寛徒
初段以上 国士舘大学 香里丘高等学校

三段 初段 初段 初段

1dan and over ＦＲＡＮＣＥ ＩＴＡＬＹ 東京都 千葉県
国士舘楓剣会スポチャンクラブ 千葉童心塾優士スポチャンクラブ

櫻井　大輝 佐藤　知樹 大崎　駿 藤本　宇敏
１級・２級 富田林第一中学校 明治大学 福島県立平工業高等学校 菅田中学校

２級 １級 ２級 ２級

1-2kyu 大阪府 東京都 福島県 神奈川県

富翔館スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

河野　蒼馬 瀬口　亜智 君島　海来 松田　嵩大
３級・４級 片瀬中学校 沓掛中学校 大田原中学校 橘中学校

３級 ３級 ３級 ３級

3-4kyu 神奈川県 愛媛県 栃木県 神奈川県
藤沢青少年会館スポチャンクラブ 愛知童夢殿スポチャンクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ おだわら新玉スポチャンクラブ

藤原　あず希 金澤　音々 俵迫　瑛翔 新井　優輝
５級・６級 岩岡中学校 海老江東小学校 座間小学校 早稲田小学校

６級 ６級 ６級 ５級

5-6kyu 兵庫県 大阪府 神奈川県 埼玉県

兵庫真成苑スポチャンクラブ 大阪臥龍塾スポチャンクラブ 相模原磯スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

大録　一輝 寺井　大悟　 渡邉　修永 村上　心優
７級・８級 宮野木小学校 神田小学校 中山小学校 曽根小学校

７級 ７級 ７級 ７級

7-8kyu 千葉県 新潟県 神奈川県 兵庫県

工藤スポチャンクラブ 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 高砂純心スポチャンクラブ

伊丹　龍丸 鳴海　航 梅谷　彩加 町田　芽生
９級・１０級 川崎小学校 新井小学校 伊保小学校 中之条小学校

９級 ９級 ９級 ９級

9-10kyu 新潟県 千葉県 兵庫県 群馬県

新潟錬成館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 高砂純心スポチャンクラブ 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　CETAIRE ARTHUR

楯小太刀 三段　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ ３ｄａｎ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

長　槍　　Ｃｈｏｓｏ

楯小太刀　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ

短　刀　　Ｔａｎｔｏ



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

原科　太一 CAFARO GIOVANNI 岩田　晃和 内藤　洋平
初段以上 横浜国立大学 松山大学 國學院大學

初段 初段 二段 初段

1dan and over 神奈川県 ＩＴＡＬＹ 香川県 東京都

横国翔剣会スポチャンクラブ 坂出無心会スポチャンクラブ 國學院武刀会スポチャンクラブ

畑中　惟吹 堀田　和希 井口　涼太郎 川島　宙
１級・２級 交野二中学校 大正東中学校 愛媛大学教育学部付属中学校 明治大学

１級 ２級 １級 １級

1-2kyu 大阪府 大阪府 愛媛県 東京都

枚方友心館スポチャンクラブ YATOO!館スポチャンクラブ 松山SCスポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ

豊野　礼士 長浜　恵太郎 畑中　棟伍 郡家　正浩
３級・４級 松江第三中学校 西田地方小学校 倉治小学校 中原養護学校高等部

３級 ３級 ４級 ３級

3-4kyu 東京都 富山県 大阪府 神奈川県
武心館島田道場スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ 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

棚田　皐介 磯部　七海 梅谷　彩生 熊野　一星
５級～１０級 博労小学校 秋葉中学校 伊保小学校 江陽中学校

５級 ５級 ６級 ５級

5-10kyu 富山県 新潟県 兵庫県 新潟県

雄翔会富山スポチャンクラブ 高砂純心スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal ３位　Bronze medal ４位 　4th place

眞保　篤 宮本　真也 菅井　大輔 秋山　悠斗
ALL 東生田小学校

dan and kyu 二段 初段 初段 ４級

神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県

横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal ３位　Bronze medal ４位 　4th place

FRANCOIS DADAT 岩田　徹二 東　洋介 中川　竜也
ALL

dan and kyu 棒 二段 棒 二段 棒 初段 棒 初段

ＦＲＡＮＣＥ 愛知県 神奈川県 滋賀県
名古屋武遊殿スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ 滋賀舞風館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal ３位　Bronze medal ４位 　4th place

BILLIAU LOIC 綿引　和美 河村　裕国 竹本　琉生
ALL 　 三木東高等学校

dan and kyu 三段 初段 初段 初段

ＦＲＡＮＣＥ 富山県 愛知県 兵庫県

雄翔会富山スポチャンクラブ 名古屋武遊殿スポチャンクラブ 兵庫真成苑スポチャンクラブ

神奈川県　Ｋａｎａｇａｗａ，ＪＡＰＡＮ
横国翔剣会スポチャンクラブ　Yokokokushokenkai Spochanclub

横浜国立大学　Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

原科　太一　Ｔａｉｃｈｉ Ｈａｒａｓｈｉｎａ

短　槍　　Ｔａｎｓｏ

楯長剣 初段　Ｔａｔｅ-Ｃｈｏｋｅｎ １ｄａｎ

長　巻　　Ｎａｇａｍａｋｉ

楯長剣　　Ｔａｔｅ-ｃｈｏｋｅｎ

３位　Bronze medal

棒・杖　　Ｂｏ，Ｊｏ



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

野村　五月 唐沢　麻利沙 海氣　奈那子 有岡　智子
初段以上 フェリス女学院大学 金沢大学

四段 二段 初段 初段

1dan and over 神奈川県 新潟県 神奈川県 石川県

県立武道館スポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

SABATASSO RITA 奥野　真帆 DI NICOLA SARA 高岡　康江
初段以上 枚方高等学校

二段 初段 二段 初段

1dan and over ＩＴＡＬＹ 大阪府 ＩＴＡＬＹ 富山県

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

武井　綾音 COTESIMO ANNACHIARA 富岡　由梨 山本　華奈
初段以上 明治大学 汎愛高等学校

初段 初段 初段 初段

1dan and over 千葉県 ＩＴＡＬＹ 東京都 大阪府

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 大阪蒼龍館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

KAREN TORRE TAFUTO ROBERTAVELIA FLOQUET DIANE 竹田　美沙
初段以上

楯小太刀　三段 楯小太刀　初段 楯小太刀　二段 楯小太刀　二段

1dan and over ＩＴＡＬＹ ＩＴＡＬＹ ＦＲＡＮＣＥ 愛媛県

松山竹田スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

森内　瑞季 SABATASSO RITA 富岡　由梨 COTESIMO ANNACHIARA

初段以上 東洋大学 明治大学

楯長剣 初段 楯長剣 三段 楯長剣　初段 楯長剣 三段

1dan and over 東京都 ＩＴＡＬＹ 東京都 ＩＴＡＬＹ

東洋ＴＳＣスポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ

二　刀　　Ｎｉｔｏ

３位　Bronze medal

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

長剣フリー 二段　Choken-free ２ｄａｎ

イタリア　ＩＴＡＬＹ

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

楯長剣・長槍　Ｔａｔｅ-Ｃｈｏｋｅｎ,Ｃｈｏｓｏ

長剣フリー　Ｃｈｏｋｅｎ-ｆｒｅｅ

３位　Bronze medal

楯小太刀・長剣両手　Ｔａｔｅ-ｋｏｄａｃｈｉ，Ｃｈｏｋｅｎ-ｒｙｏｔｅ

サバタッソ・リタ　SABATASSO RITA

小太刀　Ｋｏｄａｃｈｉ

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

野村　五月 武井　綾音 長谷部　洋祐 ALIBERTI MIRYAM
三段以上

四段 三段 五段 三段

3dan and over 神奈川県 千葉県 神奈川県 ＩＴＡＬＹ

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 スマイルスポチャンクラブ

吉村　美穂 和田　いくな 福島　誠次 浦川　渚人
二　段 産業能率大学 豊橋商業高等学校 甲南大学

二段 二段 二段 二段

2dan 千葉県 愛知県 兵庫県 兵庫県

童心塾スポチャンクラブちば 愛知童夢殿スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ

髙杉　実奈美 山本　華奈 TAFUTO ROBERTAVELIA 澤田　真帆
初　段 屋島中学校 汎愛高等学校 高知大学

初段 初段 初段 初段

1dan 香川県 大阪府 ＩＴＡＬＹ 高知県
DreamWay屋島スポチャンクラブ 大阪蒼龍館スポチャンクラブ 土佐龍馬スポチャンクラブ

石井　優希 疋田　真人 桐生　純佳 吉木　萌
１級・２級 松蔭大学 杉中学校（枚方市） 市川東高等学校 法政大学

１級 １級 １級 １級

1-2kyu 神奈川県 大阪府 千葉県 東京都

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 童心塾スポチャンクラブちば HOSEIスポチャンクラブ

高岡　敦士 村上　優 小野　司 佐藤　優叶
３級・４級 奥田北小学校 縄手小学校 鴻池東小学校 本町中学校（秦野市）

３級 ３級 ４級 ４級

3-4kyu 富山県 大阪府 大阪府 神奈川県

雄翔会富山スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ 東大阪攻誠館スポチャンクラブ 秦野勝敏スポチャンクラブ

木岡　夢結 橋本　真依 渡邉　珠怜 立木　政充
５級・６級 岩田西小学校 浜の宮小学校 中山小学校 東富水小学校

５級 ５級 ５級 ６級

5-6kyu 大阪府 兵庫県 神奈川県 神奈川県

大阪蒼龍館スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ おだわら新玉スポチャンクラブ

宮津　聡 黒川　桂吾 宇野　岳杜 西巻　好
７級・８級 丸橋小学校 桜丘北小学校 西小学校（秦野市） 中之島中央小学校

８級 ８級 ８級 ７級

7-8kyu 兵庫県 大阪府 神奈川県 新潟県

兵庫刀流館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ 秦野紫電塾スポチャンクラブ 新潟ＮＳスポチャンクラブ

磯　芽依 池田　煌 片桐　心優 梅谷　彩加
９級・１０級 大山小学校 幸田小学校 名木野小学校 伊保小学校

９級 １０級 ９級 ９級

9-10kyu 栃木県 埼玉県 新潟県 兵庫県
夢翔館大田原スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ 高砂純心スポチャンクラブ

中村　伸彦 高村　明宏 MASAKIN ＩURIＩ ADRIAN ALEJANDRO DIAZ

小太刀・二段以上 小太刀・初段 小太刀・初段 小太刀・１～２級

順位無し 専修大学
神奈川県 東京都 ＲＵＳＳＩＡ ＭＥＸＩＣＯ

県立武道館スポチャンクラブ

No Order KRITSANA KAEWON 内藤　洋平 秋山　拓斗 依田　雪江
楯小太刀・５～６級 楯長剣・初段以上 楯長剣・３～４級 女子・長剣フリー

國學院大學 東生田小学校
ＴＨＡＩＬＡＮＤ 東京都 神奈川県 兵庫県

國學院武刀会スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 高砂純心スポチャンクラブ

フェアプレー賞　Fair-play Prize

３位　Bronze medal

【個人戦】　基本動作 部門　Ｋｉｈｏｎｄｏｕｓａ


