
優　勝 準優勝

県立武道館SC 東大阪攻誠館SC 坂出無心会SC 宇都宮短期大学附属高校SC

神奈川県 大阪府 香川県 栃木県

馬淵 翔 長谷川 雅 三野 敦輝 荒井 美夢
長剣フリー　二段 長剣フリー 初段 長剣フリー 二段 小太刀 １級

クラブ対抗 松﨑 直輝 野中 翔 岩田 晃和 篠原 大和
団体戦 小太刀 初段 長剣フリー 初段 長剣フリー 二段 小太刀 １級

（320cm合戦） 佐野 和希 長谷川 進 岩田 紘典 佐藤 朋弥
長剣フリー　初段 長剣フリー １級 長剣フリー 初段 小太刀 １級

郡家 正明 ― ― 高　航
小太刀　１級 ― ― 小太刀 １級

― ― ― 長谷川 大樹
― ― ― 小太刀 １級

優　勝 準優勝

大阪蒼龍館SC 阿波の禅板野SC 童心塾SCちば スポチャンつばさクラブ
クラブ対抗 大阪府 徳島県 千葉県 神奈川県

団体戦 山本 美樹 喜多谷　知子 吉村 美穂 田村 勇樹
（３名同時） 小太刀 三段 小太刀 二段 小太刀 二段 杖 三段

山本 華奈 島村 歩乃佳 桐生 純佳 柳瀬 有沙
小太刀 初段 小太刀 １級 小太刀 １級 杖 １級

山本 華澄 小林 知生 八重樫 春菜 庵 智貴
小太刀 初段 小太刀 １級 小太刀 ３級 杖 ８級

グランド
チャンピオン

チャンピオン

オヤカタ代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝 三位

多田 悟 羽根 健人 落合 祐司
三段以上 二刀 四段 楯長剣 三段 長剣フリー 四段

神奈川県 滋賀県 北海道
県立武道館SC 滋賀健心塾SC どさんこSC

得物自由

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

神奈川県

横国翔剣会SC

第４３回　全日本スポーツチャンバラ選手権大会

【個人戦】　マスター打突競技部門　『オヤカタ』

野村 五月

基本動作 四段

県立武道館SC

二刀 二段
神奈川県

県立武道館SC

二刀 四段
多田 悟

神奈川県

打突競技　部門

基本動作　部門

三位

三位

原科 太一
横浜国立大学

平成２９年８月２７日　　於：横浜文化体育館

【団体戦】　スポチャンクラブ対抗戦 部門

長槍 初段 二刀 四段
東京都 神奈川県

東洋白刀会SC 県立武道館SC

レディース打突競技部門 マスター打突競技部門
福本　あかり 多田　悟

東洋大学



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

山崎 友章 勝部 剛 綿引 和美 加川 愛美
三段以上

五段 三段 三段 三段
新潟県 鳥取県 富山県 東京都

雄翔会富山SC
西川  慧 大津 淳也 三野 敦輝 髙杉 優作

二　段 国士舘大学
二段 二段 二段 二段

東京都 神奈川県 香川県 香川県
国士舘楓剣会SC 秦野勝敏SC 坂出無心会SC DreamWay屋島SC

坂本 淳平 小田原 諒汰 河西 渉 田中 秀人
初　段 日田高等学校 明治大学 早稲田大学

初段 初段 初段 初段
奈良県 大分県 東京都 東京都

奈良三郷SC 大分日田SC 明治碧剣会SC 早稲田剣隼会SC
及川  浩輝 神崎 黎 田中 大輝 縄田 寛希

１級・２級 國學院大學 横浜国立大学 本町中学校（秦野市） 横浜国立大学
１級 １級 １級 １級

神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県
國學院武刀会SC 横国翔剣会SC 鋭秦館SC 横国翔剣会SC

根石 天哉 山田 和歌杏 秋山 拓斗 栗原 眞人
３級・４級 栄中学校（三郷市） 甲西北中学校 枡形中学校 上溝南中学校

３級 ４級 ４級 ３級
埼玉県 滋賀県 神奈川県 神奈川県
生麦SC 滋賀健心塾SC スマイルSC スマイルSC
樫山 岬 松澤 小春 橋本 真衣 渡邉 修永

５級・６級 大原間小学校 田名小学校 浜の宮小学校 中山小学校
５級 ５級 ５級 ５級

栃木県 神奈川県 兵庫県 神奈川県
夢翔館大田原SC 相模原磯SC 高砂武蔵SC 県立武道館SC

木津 在音 工藤 武春 中村 一太 橋本 尚也
７級・８級 名木野小学校 生浜西小学校 大野台中学校 浜の宮小学校

７級 ７級 ８級 ７級
新潟県 千葉県 神奈川県 兵庫県

工藤SC まちだSC 高砂武蔵SC
稲見 友音 椎野 絢護 三浦 侑太 鏑木 洋太

９級・１０級 香取小学校 生浜西小学校 西の谷小学校 香取小学校
９級 ９級 ９級 ９級

東京都 千葉県 千葉県 東京都
ＢＳＣSC 工藤SC 千葉若葉SC ＢＳＣSC

【個人戦】　オープン打突競技部門

小太刀

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

国士舘楓剣会SC

西川  慧

東京都

三位

国士舘大学
小太刀 二段



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

マンシン・マクシミリアン 竹末　琉生 藤田　英之 五島　優
二段以上 三木東高等学校 成蹊大学 国士舘大学

三段 二段 二段 二段
東京都 兵庫県 千葉県 神奈川県

ロシアSC 兵庫真成苑SC 童心塾SCちば 国士舘楓剣会SC
野中　翔 中林　駿太 川島　宙 石川　大雅

初　段 旭高等学校 明治大学 明治大学 三島高等学校
初段 初段 初段 初段

大阪府 東京都 東京都 愛媛県
東大阪攻誠館SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 仁武館愛媛SC

山口　千尋 篠原　大和 中森　唯斗 茂木　勝海
１級・２級 明治大学 宇都宮短期大学附属高等学校 横浜国立大学 明治大学

１級 １級 １級 １級
埼玉県 栃木県 神奈川県 神奈川県

明治碧剣会SC 宇都宮短期大学附属高校SC 横国翔剣会SC 明治碧剣会SC
柳沢　大陸 赤井　健人 堂山　愛莉紗 伏見　愛梨

３級・４級 湘洋中学校 栄中学校（三郷市） 菅生中学校 八潮南高等学校
４級 ３級 ３級 ３級

神奈川県 埼玉県 神奈川県 埼玉県
藤沢青少年会館SC 埼玉三郷SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 埼玉三郷SC

豊野 湧士 重田 和希 越仮 大護 西山 涼太
５級・６級 大杉第二小学校 大庭中学校 町田第二中学校 勿来第三小学校

５級 ５級 ６級 ５級
東京都 神奈川県 東京都 福島県

武心館島田道場SC 藤沢青少年会館SC まちだSC
細川 智穂 高橋 一樹 羽根 皇我 福島 昌人

７～１０級 高井戸第四小学校 水神小学校 菩提寺北小学校 新林小学校
７級 ８級 ８級 ８級

東京都 東京都 滋賀県 神奈川県
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ ＢＳＣSC 滋賀健心塾SC 藤沢青少年会館SC

二刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

原科 太一 長谷川 雅 矢倉 匡 永井 将史
初段以上 横浜国立大学 上宮高等学校 大阪偕星学園高等学校

二段 初段 初段 二段
神奈川県 大阪府 千葉県 東京都

横国翔剣会SC 東大阪攻誠館SC 千葉童心塾優士SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ
金澤 瑚大朗 猪又 寛也 江口　朋希 横山 樹

１級・２級 八阪中学校 専修大学 松蔭大学 小千谷中学校
１級 １級 １級 １級

大阪府 東京都 神奈川県 新潟県
大阪臥龍塾SC 新潟ＮＳSC

小山 紫月 郡家 正浩 中島 遥輝 藤原 あず希
３級～１０級 榛東中学校 不破高等学校

３級 ３級 ３級 ５級
群馬県 神奈川県 岐阜県 兵庫県
上武SC 県立武道館SC 岐阜不破魂SC 兵庫真成館SC

横浜国立大学
二刀 二段

原科 太一

三位

二　刀

大阪府

長剣フリー

長剣フリー 初段

東大阪攻誠館SC

神奈川県
横国翔剣会SC

三位

野中　翔
旭高等学校

yumi
タイプライターテキスト
神戸市立岩岡中学校

yumi
タイプライターテキスト

yumi
タイプライターテキスト

yumi
タイプライターテキスト

yumi
タイプライターテキスト



長剣両手代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

市古 憲一郎 楠田　渓 山口　翼 髙島　有護
初段以上 明石清水高等学校 東大阪大学柏原高等学校 立命館大学

初段 二段 初段 初段
兵庫県 東京都 大阪府 京都府

兵庫真成館SC 文京SC 東大阪大学柏原高校SC

長谷川　進 大河原　世納 金内　裕一 松田　将明
１級・２級 孔舎衙中学校 大田原高等学校 上智大学 明治大学

１級 １級 １級 １級
大阪府 栃木県 東京都 東京都

東大阪攻誠館SC 大田原高等学校SC 明治碧剣会SC
湯沢 将也 関谷 楓斗 山中 啓 吹上 陸

３級～１０級 宇都宮短期大学附属高等学校 塩沢中学校 岡豊高等学校 矢板中学校
３級 ３級 ３級 ４級

栃木県 新潟県 高知県 栃木県
宇都宮短期大学附属高校SC 新潟ＮＳSC 土佐竜馬SC 夢翔館大田原SC

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

磯上　裕宜 沼上　耀一郎 近藤　寛徒 堀　慎一郎
初段以上 明治大学 香里丘高等学校

二段 初段 初段 初段
兵庫県 東京都 千葉県 神奈川県

兵庫真成館SC 明治碧剣会SC 千葉童心塾優士SC 県立武道館SC
山口　千尋 河西　渉 櫻井　大輝 伏見　愛梨

１級・２級 明治大学 明治大学 富田林第一中学校 八潮南高等学校
１級 １級 １級 １級

埼玉県 東京都 大阪府 埼玉県
明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 富翔館SC 埼玉三郷SC
堂山　愛莉紗 山田　和歌杏 松田　嵩大 松本　海都

３級・４級 菅生中学校 甲西中学校 橘中学校 稲沢中学校
４級 ４級 ３級 ３級

神奈川県 滋賀県 神奈川県 愛知県
スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾SC おだわら新玉SC 愛知童夢殿SC

奥永　悟生 アレックス・アンドリアノフ 橋本　真衣 松永　涼河
５級・６級 浜小学校 浜の宮小学校 長野小学校

５級 ５級 ５級 ５級
神奈川県 東京都 兵庫県 群馬県
山王台SC ロシアSC 高砂武蔵SC

山本　春輝 砂永　清太朗 福島　昌人 園部　夏希
７級・８級 刈谷田中学校 田名小学校 新林小学校 勿来第二小学校

８級 ７級 ８級 ７級
新潟県 神奈川県 神奈川県 福島県

相模原磯SC 藤沢青少年会館SC
渡邉　理仁 福島　圭祐 髙島　旭輝 工藤　義武

９級・１０級 中山小学校 新林小学校 松山小学校 生浜西小学校
９級 １０級 ９級 ９級

神奈川県 神奈川県 愛知県 千葉県
県立武道館SC 藤沢青少年会館SC 愛知童夢殿SC 工藤SC

部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短槍、長槍、棒、杖、短刀、長巻）

三位

二段

三位
東大阪攻誠館SC

兵庫県
兵庫真成苑SC

磯上　裕宜
楯小太刀

長剣両手
長谷川　進

孔舎衙中学校
長剣両手 １級

大阪府



楯長剣代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

宮津 綾 岩田　晃和 内山　和哉 矢倉 士
初段以上 伊丹西高等学校 松山大学

初段 初段 二段 二段
兵庫県 香川県 新潟県 千葉県

兵庫刀流館SC 坂出無心会SC 新潟ＮＳSC 千葉童心塾優士SC
金澤　瑚大朗 パン・ニキータ 三國　成永 坂根　悠斗

１級・２級 八阪中学校 春日部共栄高等学校 佛教大学
１級 ２級 １級 １級

大阪府 東京都 埼玉県 京都府
大阪臥龍塾SC ロシアSC 埼玉三郷SC 佛教大学SC
藤田　宗輔 関谷　潤 中島　遥輝 郡家　正浩

３級・４級 榛東中学校 不破高等学校
３級 ３級 ３級 ３級

群馬県 新潟県 岐阜県 神奈川県
上武SC 新潟ＮＳSC 岐阜不破魂SC 県立武道館SC

横山　樹 渡邉　修永 西山　涼太 廣野　成海
５級・６級 小千谷中学校 中山小学校 勿来第三小学校 清瀬第三小学校

５級 ５級 ５級 ５級
新潟県 神奈川県 福島県 東京都

新潟ＮＳSC 県立武道館SC 北多摩SC
西川　遼 羽根　愛喜 髙橋　慶祐 羽根　皇我

７級～１０級 南中学校（長岡市） 菩提寺北小学校 橘小学校 菩提寺北小学校
７級 ７級 ７級 ８級

新潟県 滋賀県 群馬県 滋賀県
滋賀健心塾SC 上武SC 滋賀健心塾SC

優　勝 準優勝

宮津　佐俊 加藤　應三郎 鈴木　利和 八谷　邦光
１０級以上

二段 初段 五段 三段
兵庫県 埼玉県 愛知県 東京都

兵庫刀流館SC 生麦SC 愛知童夢殿SC

短　刀

宮津 綾

兵庫県
兵庫刀流館SC

伊丹西高等学校
楯長剣 初段

楯長剣

三位

三位



優　勝 準優勝

眞保　篤 菅井　大輔 佐藤　志穂 杉本　亘生
１０級以上

短槍 四段 短槍 初段 短槍 二段 短槍 初段
神奈川県 神奈川県 神奈川県 奈良県

横浜杉田SC 横浜杉田SC 東京よみまちSC 奈良三郷SC

優　勝 準優勝 三位

川田　雄太郎 佐藤　芳基 長谷部　洋祐
１０級以上

長槍 二段 長槍 三段 長槍 五段
香川県 千葉県 神奈川県

DreamWay屋島SC スマイルSC

優　勝 準優勝 三位

岩田　徹二 和田　清隆 大倉　健史
１０級以上

棒 二段 長巻 初段 棒 初段
愛知県 大阪府 大阪府

名古屋武遊殿SC 履正十三SC 大阪蒼龍館SC

三位

短槍・杖

長　槍

棒・長巻



レディース代表

（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

長谷川 雛 梅澤 芽以 竹田 美沙 渡辺 菜々美
初段以上 近畿大学 フェリス女学院大学

初段 初段 二段 初段
大阪府 神奈川県 愛媛県 新潟県

東大阪攻誠館SC 横国翔剣会SC 松山竹田SC 新潟ＮＳSC
森 こず江 安井 祐香 吉田 桜香 橋澤 菜摘

１級～１０級 国士舘大学 明治大学 第三中学校（豊中市） 佛教大学
１級 １級 ２級 １級

神奈川県 神奈川県 大阪府 京都府
国士舘楓剣会SC 明治碧剣会SC 大阪蒼龍館SC 佛教大学SC

優　勝 準優勝

荒尾 梨乃 綿引 真紀 森内 瑞季 掛上 麻衣
初段以上 姫路獨協大学

初段 初段 初段 初段
兵庫県 富山県 東京都 石川県

兵庫真成苑SC 雄翔会富山SC 文京SC
市古 玖留美 福本 あかり 神馬 菜那 椎 美由紀

１級～１０級 岩岡中学校 東洋大学 横浜国立大学 法政大学
１級 １級 １級 １級

兵庫県 東京都 神奈川県 神奈川県
兵庫真成苑SC 東洋白刀会SC 横国翔剣会SC ＨＯＳＥＩ SC

優　勝 準優勝

野村 五月 山本 華奈 富岡 由梨 山本 華澄
１０級以上 辻学園栄養専門学校 明治大学 茨田高等学校

三段 初段 初段 初段
神奈川県 大阪府 東京都 大阪府

県立武道館SC 大阪蒼龍館SC 明治碧剣会SC 大阪蒼龍館SC

東洋大学

東京都
東洋白刀会SC

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

長槍 初段

三位

【個人戦】　打突競技部門　『レディース』

小太刀

二　刀

長剣フリー

福本　あかり

三位

三位



優　勝 準優勝

鈴木 彩子 梅澤 芽以 畑 千遥 中作 優里佳
１０級以上 昭和女子大学 フェリス女学院大学 昭和女子大学 白百合女子大学

１級 １級 １級 １級
東京都 神奈川県 神奈川県 千葉県

明治碧剣会SC 横国翔剣会SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝

吉田 桜香 福原 さつき 岸 理奈 神馬 菜那
１０級以上 第三中学校（豊中市） 昭和女子大学 横浜国立大学

２級 １級 １級 ２級
大阪府 新潟県 東京都 神奈川県

大阪蒼龍館SC 新潟ＮＳSC 明治碧剣会SC 横国翔剣会SC

優　勝 準優勝

野村 五月 竹中 優生 渡辺 菜々美 森内 瑞季
１０級以上 枚方津田高等学校

初段 初段 初段 初段
神奈川県 大阪府 新潟県 東京都

県立武道館SC 枚方友心館SC 新潟ＮＳSC 文京SC

優　勝 準優勝

綿引 真紀 船山 聖奈
１０級以上 明治大学

二段 １級
富山県　 東京都

雄翔会富山SC 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝

福本 あかり 髙杉 実奈美
１０級以上 東洋大学 屋島中学校

長槍 初段 長槍 ３級
東京都 香川県

東洋白刀会SC DreamWay屋島SC

短　刀

三位

部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短槍、長槍、棒、杖、短刀、長巻）

楯小太刀

楯長剣
三位

長剣両手
三位

短槍・長槍・棒・杖・長巻



優　勝 準優勝

野村　五月 井川 繁樹 勝又 健太郎 田村 勇樹
三段以上

四段 五段 三段 三段
神奈川県 鹿児島県 東京都 神奈川県

県立武道館SC 鹿児島錬成会SC 北多摩SC スポチャンつばさｸﾗﾌﾞ
吉村 美穂 松田 実来 雪吉 莉来 加藤 巧

二　段 ヴィーナスアカデミー 山北高等学校 倉敷翠松高等学校 草加南高等学校
二段 二段 二段 二段

千葉県 神奈川県 岡山県 埼玉県
童心塾SCちば おだわら新玉SC ＴＳＫSC 生麦SC
髙杉 実奈美 和田 奈々 竹中 優生 岩田 紘典

初　段 屋島中学校 南稜中学校 枚方津田高等学校 飯山中学校
初段 初段 初段 初段

香川県 愛知県 大阪府 香川県
DreamWay屋島SC 愛知童夢殿SC 枚方友心館SC 坂出無心会SC

島村 歩乃佳 佐藤 優叶 吉田 桜香 甲斐 翔太
１級・２級 阿波高等学校 本町中学校（秦野市） 第三中学校（豊中市） 國學院大學

１級 ２級 ２級 １級
徳島県 神奈川県 大阪府 東京都

阿波の禅板野SC 秦野勝敏SC 大阪蒼龍館SC 國學院武刀会SC
竹内 妃那 渡邉 珠怜 高岡 敦士 桐生 朋哉

３級・４級 秦野西小学校 中山小学校 奥田中学校 南行徳中学校
３級 ４級 ３級 ３級

神奈川県 神奈川県 富山県 千葉県
秦野紫電塾SC 県立武道館SC 童心塾SCちば

細川 智穂 鈴木 優一 眞方 公良 渡邉 修永
５級・６級 高井戸第四小学校 第六中学校（市川市） 西野川小学校 中山小学校

６級 ５級 ５級 ５級
東京都 千葉県 神奈川県 神奈川県

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 童心塾SCちば スポチャンつばさSC 県立武道館SC
宮津 聡 渡邉 二瑚 橋本 尚也 塩見 真菜

７級・８級 丸橋小学校 中山小学校 浜の宮小学校 和田小学校
７級 ７級 ７級 ７級

兵庫県 神奈川県 兵庫県 福井県
兵庫刀流館SC 県立武道館SC 高砂武蔵SC 福井青空SC

庵 真聡 渡邉 理仁 椎野 絢護 田村 汰一
９級・１０級 御殿山小学校 中山小学校 生浜西小学校 牛久保小学校

１０級 ９級 ９級 ９級
東京都 神奈川県 千葉県 愛知県

つばさ川崎SC 県立武道館SC 工藤SC 愛知童夢殿SC

扇　莉久
（順位なし） 二刀・３～１０級の部

谷口台小学校
二刀 ７級
神奈川県

相模原磯SC

三位

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門




