
優　勝 準優勝 ３位

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長谷川　雅 横山　樹 原科　圭汰
長剣フリー・初段 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段

長谷川　進 竹中　彰良 川嶋　龍雄
合　戦 小太刀・初段 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段

野中　翔 関谷　楓斗 君島　海東
（320㎝以下） 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段 長剣フリー・１級

前田　龍希
小太刀・初段

監督：長谷川　一恵 監督：伊佐　三男 監督：君島　拓時
【近畿地区】 【中部地区】 【関東地区】

優　勝 準優勝 ３位

大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 坂出無心会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ
山本　華澄 岩田　紘典 桐生　純佳
小太刀・初段 小太刀・初段 小太刀・初段

基本動作 吉田　桜香 藤井　洸鷹 桐生　朋哉
小太刀・２級 小太刀・３級 小太刀・３級

（３名同時） 木岡　夢結 藤井　悠成 鈴木　優一
小太刀・初段 小太刀・5級 小太刀・5級

監督：山本　美樹 監督：三野　敦輝 監督：鈴木　一寿
【近畿地区】 【四国地区】 【関東地区】

グランド
チャンピオン

香川県

DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

棒・初段

明石清水高等学校

楯長剣・初段

兵庫県

第43回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会in静岡
スポーツ拠点づくり推進事業 第12回スポーツチャンバラ大会

【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

市古　憲一郎

平成30年3月18日　　於：静岡市清水総合運動場体育館

兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

基本動作　部門

髙杉　実奈美
屋島中学校



樫山　岬
小太刀代表 大原間小学校

（グラチャン戦出場） ３級

栃木県

夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝

田邊　瑞樹　 田邊　美陽 地當　大隼 福良　薫風
９級～１０級 山城小学校 山城小学校 和歌山大学付属小学校 玉川小学校

９級 １０級 ９級 ９級

山梨県 山梨県 和歌山県 大阪府

小瀬ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 小瀬ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 和歌山十三番丁道場ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ Yatoo!館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

岸　綾馬 上野　良翔 磯　芽依 梅村　羽叶
７級～８級 船越小学校 高師小学校 大山小学校 平岡東小学校

７級 ７級 ７級 ７級

神奈川県 愛知県 栃木県 兵庫県

スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

熊谷　樹 猿谷　颯太 阿部　大祐 工藤　武春
５級～６級 丹後水小学校 神の倉中学校 春日井小学校 生浜西小学校

６級 ５級 ６級 ５級

埼玉県 愛知県 愛知県 千葉県

埼玉三郷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 名古屋武遊殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 工藤護身道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

樫山　岬 佐藤　瑠美奈 木岡　夢結 西村　阿依奈
３級～４級 大原間小学校 東小千谷小学校 岩田西小学校 不破高等学校

３級 ４級 ４級 ３級

栃木県 新潟県 大阪府 岐阜県

夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

櫻井　大輝 村嵜　小次郎 櫻井　舜大 栗原　眞人
１級～２級 東大阪大学柏原木高等学校 盾津中学校 宮城野高等学校 上溝南中学校

１級 １級 ２級 １級

大阪府 大阪府 宮城県 神奈川県

富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 仙台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長谷川　進 吉澤　春樹 下夷　竜生 長谷川　翔万
初段以上 孔舎衛中学校 木更津工業高等専門学校 明石清水高等学校 浜松工業高等学校

初段 初段 ２段 初段

大阪府 千葉県 兵庫県 静岡県

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 千葉若葉ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 浜松ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

打突競技 部門

小太刀

３位

部内競技



伏見　一紀
長剣フリー代表 三郷工業技術高等学校
（グラチャン戦出場） 初段

埼玉県

埼玉三郷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝

種子　奈々美 根間　日菜子 今川　涼花 鈴木　慶次
８級～１０級 安倉小学校 川和小学校 南大冠小学校 鷺沼小学校

8級 ９級 8級 ９級

兵庫県 神奈川県 大阪府 千葉県

兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＢＳＣｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高槻ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

黒川　桂吾 宮津　聡 別所　萌望乃 平井　健太郎
6級～７級 桜丘北小学校 丸橋小学校 長尾小学校 菅原小学校

７級 ７級 ６級 ７級

大阪府 兵庫県 兵庫県 大阪府

枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

重田　和希 渡邉　修永 外間　實晃 田中　悠翔
４級～５級 大庭中学校 中山小学校 米田小学校 彦成小学校

４級 ４級 ５級 ５級

神奈川県 神奈川県 兵庫県 埼玉県

藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 埼玉三郷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

小野　栄輝 吉田　桜香 豊野　礼士 堀田　和希
１級～３級 盾津中学校 第三中学校（豊中市） 松江第三中学校 大正東中学校

２級 ２級 １級 １級

大阪府 大阪府 東京都 大阪府

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 武心館島田道場ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ Yatoo!館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

伏見　一紀 近藤　寛徒 野中　翔 竹末　琉生
初段以上 三郷工業技術高等学校 香里丘高等学校 旭高等学校 三木東高等学校

初段 初段 初段 ２段

埼玉県 千葉県 大阪府 兵庫県

埼玉三郷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

金澤　瑚太朗
二刀代表 大阪中学校

（グラチャン戦出場） １級

大阪府

大阪臥龍塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝
中村　航大 遠矢　楓翔 白髭　駿侍 羽根　愛喜

３級～１０級 甲武中学校 山田東小学校 小部東小学校 菩提寺北小学校

３級 ６級 ７級 ５級

兵庫県 大阪府 兵庫県 滋賀県

兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 神戸小部東ほっとｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

金澤　瑚太朗 矢倉　匡 小山　紫月 横山　樹
２級以上 八阪中学校 大阪偕星学園高等学校 榛東中学校 小千谷中学校

１級 初段 １級 １級

大阪府 千葉県 群馬県 新潟県

大阪臥龍塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 上武ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

３位

二　刀

３位

長剣フリー



優　勝 準優勝
長谷川　進 上野　文華 奥野　真帆 大河原　世納

１０級以上 孔舎衙中学校 大阪夕陽丘学園高等学校 枚方高等学校 大田原高等学校

初段 初段 初段 １級

大阪府 大阪府 大阪府 栃木県

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪有朋館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大田原高等学校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

小野　司
楯小太刀代表 鴻池東小学校
（グラチャン戦出場） ３級

大阪府

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝
豊泉　誠 藤木　朱生 高田　美雨 樋川　結月

９級～１０級 黒須小学校 野田小学校 津田小学校 日下部小学校

１０級 ９級 ９級 ９級

埼玉県 大阪府 大阪府 山梨県

拓心館武蔵会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ Yatoo！館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

金澤　彩々 藤澤　郁哉 梅谷　彩加 別所　萌望乃
８級 海老江東小学校 向陽台小学校 伊保小学校 長尾小学校

8級 8級 8級 8級

大阪府 大阪府 兵庫県 兵庫県

大阪臥龍塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂純心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

関谷　凛斗 橋本　尚也 黒川　桂吾 藤田　穏空
７級 塩沢小学校 浜の宮小学校 桜丘北小学校 浜の宮小学校

７級 ７級 ７級 ７級

新潟県 兵庫県 大阪府 兵庫県

新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

豊野　湧士 阿部　大祐 松浦　穂華 久保　俊介
５級～６級 大杉第二小学校 春日井小学校 加茂小学校 岩田西小学校

５級 ５級 ６級 ６級

東京都 愛知県 兵庫県 大阪府

武心館島田道場ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 名古屋武遊殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

小野　司 佐野　航輔 金澤　音々 河内　唯成
２級～４級 鴻池東小学校 藤陽中学校 海老江東小学校 玉美小学校

３級 ２級 ４級 ４級

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪臥龍塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

伊藤　寛記 前田　龍希 長谷川　颯汰 堀田　直希
１級以上 桜の宮中学校 東海大仰星高等学校 大田原高等学校 大正東中学校

１級 初段 １級 １級

兵庫県 大阪府 栃木県 大阪府

神戸小部東ほっとｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大田原高等学校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ Yatoo!館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

３位

楯小太刀

部外競技

長剣両手

３位



市古　憲一郎
楯長剣代表 明石清水高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県

兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝
工藤　武春 平井　健太郎 白髭　駿侍 木村　琉惺

７級～１０級 生浜西小学校 菅原小学校 小部東小学校 表佐小学校

９級 8級 ７級 ７級

千葉県 大阪府 兵庫県 岐阜県

工藤護身道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 神戸小部東ほっとｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

樫山　岬 羽根　愛喜 水野　和輝 竹中　彰良
５級～６級 大原間小学校 菩提寺北小学校 開成小学校 東北中学校

５級 ５級 ６級 ５級

栃木県 滋賀県 大阪府 新潟県

夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

横山　樹 柳沢　大陸 渡邉　修永 大橋　諒也
３級～４級 小千谷中学校 湘洋中学校 中山小学校 不破高等学校

３級 ４級 ４級 ４級

新潟県 神奈川県 神奈川県 岐阜県

新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

市古　憲一郎 金澤　瑚太朗 矢倉　匡 長谷川　雅
２級以上 明石清水高等学校 八坂中学校 大阪偕成高等学校 上宮高等学校

初段 １級 初段 初段

兵庫県 大阪府 大阪府 大阪府

兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪臥龍塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝
岩本　空竜 桐生　朋哉 伊藤　匠 竹末　琉生

１０級以上 高松西高等学校 南行徳中学校 本町小学校 三木東高等学校

長槍・初段 長槍・３級 杖・8級 長巻・初段

香川県 千葉県 神奈川県 兵庫県
DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜馬車道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

楯長剣

３位

短刀・短槍・棒・杖・長槍・長巻

３位



優　勝 準優勝
石本　優雅 河内　唯里 庵　真聡 田中　嶺児

９級～１０級 米田小学校 玉美小学校 御殿山小学校 荒井小学校

９級 １０級 ９級 １０級

兵庫県 大阪府 神奈川県 兵庫県

高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スポチャンつばさクラブ 高砂純心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

塩見　真菜 梅村　羽叶 小野　源司 藤田　穏空
７級～８級 和田小学校 平岡東小学校 成和小学校 浜の宮小学校

7級 7級 8級 ７級

福井県 兵庫県 大阪府 兵庫県

福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

宮津　聡 木岡　義心 久保　結菜 羽根　愛喜
５級～６級 丸橋小学校 岩田西小学校 川西小学校 菩提寺北小学校

６級 ６級 ６級 ５級

兵庫県 大阪府 大阪府 滋賀県

兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

渡邉　修永 疋田　裕輝 遠矢　妃莉 木岡　夢結
３級～４級 中山小学校 管原東小学校 山田東小学校 岩田西小学校

４級 ３級 3級 4級

神奈川県 大阪府 大阪府 大阪府

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

橋本　真依 東郷　優芽香 桐生　純佳 吉田　桜香
１級～２級 浜の宮小学校 KTC高等学校 市川東高等学校 第三中学校（豊中市）

２級 ２級 １級 ２級

兵庫県 神奈川県 千葉県 大阪府

高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

髙杉　実奈美 和田　奈々 落合　早輝 伊藤　寛記
初段以上 屋島中学校 南稜中学校 北星学園大学付属高等学校 桜の宮中学校

初段 初段 初段 初段

香川県 愛知県 北海道 兵庫県
DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 神戸小部東ほっとｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

成田　晃啓 福田　悠駕 吉田　桜香 小野　栄輝
小太刀３～４級 小太刀３～４級 長剣フリー１～３級 長剣フリー１～３級

（順位なし） 大田原中学校 大田原中学校 第三小学校（豊中市） 盾津中学校

小太刀・３級 小太刀・４級 長剣フリー・２級 長剣フリー・２級

栃木県 栃木県 大阪府 大阪府

夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

磯　芽依
小太刀７～８級

（順位なし） 大山小学校

小太刀・７級

栃木県

夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

【個人戦】　基本動作 部門

フェアプレー賞

３位


