
優　勝 準優勝

ＨＯＳＥＩSC 大田矢口スマイルSC 大阪臥龍塾SC 東大阪攻誠館SC
神奈川県 東京都 大阪府 大阪府

馬淵　翔 西村　誠一 金澤　瑚太朗 長谷川　雅
クラブ対抗 長剣フリー 二段 長剣フリー 四段 楯長剣 初段 長剣フリー 初段

団体戦 佐野　和希 佐藤　浩気 和田　士音 前田　龍希
（320cm合戦） 長剣フリー 二段 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

松﨑　直輝 遠藤　全英 金澤　音々 長谷川　進
小太刀 初段 長剣フリー 初段 小太刀 １級 長剣フリー 初段

郡家  正明 ― ― ―
小太刀 初段 ― ― ―

優　勝 準優勝

スポチャンつばさクラブ 枚方友心館SC 福井青空SC DreamWay屋島SC
神奈川県 大阪府 福井県 香川県

クラブ対抗 田村　江見子 奥野　真帆 鍛冶　多恵 川田　多美子
団体戦 楯短刀 五段 小太刀 初段 小太刀 二段 棒 五段

（３名同時） 桶作　公一 疋田　真人 塩見　春子 岩本　空竜
楯短刀 四段 小太刀 初段 小太刀 初段 棒 二段

柳瀬　幸子 疋田　裕輝 佐々木　幸絵 髙杉　実奈美
楯短刀 三段 小太刀 初段 小太刀 初段 棒 初段

グランド
チャンピオン
（総合優勝）

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

田邊　賢一 臼井　澄史 田村　勇樹 田水　秀典
三段以上 長槍 七段 長巻 六段 楯長剣 五段 楯長剣 六段

神奈川県 岐阜県 神奈川県 広島県
横浜馬車道SC 岐阜不破魂SC スポチャンつばさクラブ

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

基本動作 四段

第４４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

高知県
県立武道館SC

長槍 七段

田邊　賢一

大阪府 神奈川県

大阪蒼龍館SC

二刀 初段 長槍 七段

横浜馬車道SC

得物自由

枚方友心館SC

打突競技　部門

基本動作　部門

三位

三位

藤岡　秋介

大阪府
楯長剣 二段

平成３０年８月１９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

横浜馬車道SC

三位

神奈川県

レディース打突競技部門 マスター打突競技部門
竹中　優生 田邊　賢一

大阪国際大学短期大学部



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

磯上　裕宜 伊藤　真樹男 古谷　誠貴 岩田　徹二
三段以上

四段 三段 四段 四段
兵庫県 埼玉県 静岡県 愛知県

兵庫真成苑SC 生麦SC 静岡紫誠塾SC 名古屋武遊殿SC
田中　裕士 原田　優作 野中　紀鷹 下夷　竜生

二　段 明石清水高校
二段 二段 二段 二段

東京都 大阪府 東京都 兵庫県
文京SC 枚方友心館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 兵庫真成苑SC

前田　龍希 蜂谷　敏樹 佐藤　隆二 小笠原　和真
初　段 近畿大学 明治大学 常葉大学

初段 初段 初段 初段
大阪府 神奈川県 東京都 静岡県

東大阪攻誠館SC 明治碧剣会SC 富士鷹岡SC
森　祐希 桶川　捷樹 外木　公大 石川　慶

１級・２級 大阪産業大学 国士舘大学 明治大学 明治大学
１級 １級 １級 １級

大阪府 東京都 神奈川県 神奈川県
国士舘楓剣会SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC

樫山　岬 岡村　佳音 高岡　敦士 福田　悠駕
３級・４級 矢板東高校附属中学校 新潟産業大学付属高校 奥田中学校 大田原中学校

３級 ４級 ３級 ３級
栃木県 新潟県 富山県 栃木県

夢翔館大田原SC 夢翔館大田原SC
御山　拓杜 中村　一太 関谷　凛斗 大滝　亮平

５級・６級 古河中学校 大野台中学校 塩沢中学校 小岩第五中学校
５級 ６級 ５級 ５級

茨城県 神奈川県 新潟県 東京都
まちだSC 武心館島田道場SC

内藤　遼 大滝　弘平 安田　真央 福田　晴瑠
７級・８級 立吾小学校 下小岩小学校 邑久小学校 西原小学校

８級 ８級 ７級 ７級
東京都 東京都 岡山県 栃木県

武心館島田道場SC 武心館島田道場SC ＴＳＫSC 夢翔館大田原SC
髙島　旭輝 福島　圭祐 池尻　蓮 庵　智貴

９級・１０級 中部中学校 新林小学校 浦郷小学校 御殿山小学校
９級 ９級 ９級 １０級

愛知県 神奈川県 神奈川県 神奈川県
愛知童夢殿SC 藤沢青少年会館SC ＢＳＣSC スポチャンつばさクラブ

夢翔館大田原SC

小太刀

【個人戦】　オープン打突競技部門

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

栃木県

樫山　岬
矢板東高校附属中学校

小太刀 ３級

三位



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

市古　憲一郎 小山　雅史 天野　光教 濵田　陸海
二段以上 関西外語大学 大阪産業大学

二段 三段 三段 二段
兵庫県 東京都 神奈川県 大阪府

兵庫真成苑SC 文京SC 藤沢本町SC
石川　大雅 伏見　一紀 堀田　直希 松田　将明

初　段 三島高校 三郷工業技術高校 興國高校 明治大学
初段 初段 初段 初段

愛媛県 埼玉県 大阪府 東京都
仁武館愛媛SC 埼玉三郷SC Ｙａｔｏｏ館！SC 明治碧剣会SC
佐野　航輔 入江　唯斗 佐藤　朋弥 小泉　泰智

１級・２級 藤陽中学校 専修大学 宇都宮短期大学付属高校 早稲田大学
１級 １級 １級 １級

大阪府 東京都 栃木県 東京都
富翔館SC 宇都宮短期大学付属高校SC 早稲田剣隼会SC

柳沢　大陸 渡邉　修永 中島　遥輝 恩田　宏明
３級・４級 湘洋中学校 中山小学校 不破高校

３級 ４級 ３級 ３級
神奈川県 神奈川県 岐阜県 新潟県

藤沢青少年会館SC 県立武道館SC 岐阜不破魂SC 新潟錬成館SC
宮津　聡 別所　萌望乃 小野寺　颯佑 種子　奈々美

５級・６級 丸橋小学校 長尾小学校 安倉小学校 安倉小学校
６級 ６級 ６級 ６級

兵庫県 兵庫県 宮城県 兵庫県
兵庫刀流館SC 兵庫刀流館SC 仙台SC 兵庫刀流館SC

森　蓮斗 鳥澤　樹 石橋　稜大
７～１０級 金子小学校 鹿本小学校 藤沢小学校

７級 ７級 ７級

新藤　大也
勿来第三小学校

７級
福島県 埼玉県 東京都 神奈川県

拓心館武蔵会SC 武心館島田道場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 藤岡　秋介 武井　裕哉 片桐　誠
二段以上 横浜国立大学 国士舘大学

二段 二段 二段 二段
栃木県 大阪府 東京都 新潟県
文京SC 大阪蒼龍館SC 国士舘楓剣会SC 新潟NSSC

長谷川　進 佐野　和希 小野　穣二 今井　祥貴
初　段 汎愛高校 法政大学 専修大学 大阪産業大学

初段 初段 初段 初段
大阪府 神奈川県 神奈川県 大阪府

東大阪攻誠館SC ＨＯＳＥＩSC 枚方友心館SC
疋田　捷 中村　航大 神崎　黎 栗山　大知

１～１０級 早稲田大学 甲武中学校 横浜国立大学 明治大学
１級 ２級 ２級 １級

東京都 兵庫県 神奈川県 神奈川県
早稲田剣隼会SC 兵庫刀流館SC 横国翔剣会SC 明治碧剣会SC

長剣フリー

横浜国立大学
二刀 二段

愛媛県

原科　太一

三位

二　刀

三位

長剣フリー 初段

石川　大雅
三島高校

栃木県
文京SC

仁武館愛媛SC



長剣両手代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

長谷川　進 工藤　潤一 弘田　翼 四谷　宗一郎
初段以上 汎愛高校 東大阪大学柏原高校

初段 二段 二段 初段
大阪府 千葉県 大阪府 大阪府

東大阪攻誠館SC 工藤護身道SC 富翔館SC 東大阪大学柏原高校SC

栗原　健汰 庄田　惟地郎 黒田　健太 石川　健太
１級・２級 法政大学 慶應義塾大学 佛教大学 法政大学

１級 ２級 １級 １級
東京都 神奈川県 京都府 東京都

ＨＯＳＥＩSC 佛教大学SC ＨＯＳＥＩSC
高岡　敦士 工藤　武春 星　尚陽登

３級～１０級 奥田中学校 生浜西小学校 宇都宮短期大学附属高校

３級 ５級 ３級
富山県 千葉県 栃木県

工藤護身道SC

鷹野　拓哉
豊央小学校

７級
栃木県

栃木夢翔館SC 宇都宮短期大学附属高校SC

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

沼上　耀一郎 坂本　淳平 野中　紀鷹 川嶋　龍雄
初段以上 明治大学 秋田県立大学

初段 初段 二段 初段
東京都 奈良県 東京都 栃木県

明治碧剣会SC 奈良三郷SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 夢翔館大田原SC
佐藤　朋弥 櫻井　大輝 山本　友詩 森　祐希

１級・２級 宇都宮短期大学付属高校 東大阪大学柏原高校 明治大学 大阪産業大学
１級 １級 １級 １級

栃木県 大阪府 東京都 大阪府
宇都宮短期大学付属高校SC 富翔館SC 明治碧剣会SC

松田　啓悟 安藤　陽登 福田　悠駕 君島　海来
３級・４級 本町中学校（秦野市） 国府津中学校 大田原中学校 ＴＢＣ学院大田原校

３級 ３級 ３級 ３級
神奈川県 神奈川県 栃木県 栃木県

秦野勝敏SC おだわら新玉SC 夢翔館大田原SC 夢翔館大田原SC
豊野　湧士 佐藤　瑠美奈 種子　奈々美 池田　琥徹

５級・６級 大杉第二小学校 東小千谷中学校 安倉小学校 幸田小学校
５級 ５級 ６級 ５級

東京都 新潟県 兵庫県 東京都
武心館島田道場SC 兵庫刀流館SC 生麦SC

安田　真央 福島　昌人 新藤　雅巳 金子　煌
７級・８級 邑久小学校 新林小学校 勿来第三小学校 秦野南小学校

８級 ７級 ７級 ８級
岡山県 神奈川県 福島県 神奈川県
ＴＳＫSC 藤沢青少年会館SC 秦野勝敏SC

藪内　律喜 小池　美徠 内藤　遼 竹内　あさひ
９級・１０級 米田西小学校 第一中学校（新発田市） 立花吾嬬の森小学校 十日町小学校

９級 ９級 ９級 ９級
兵庫県 新潟県 東京都 新潟県

高砂武蔵SC 武心館島田道場SC

三位

三位

楯小太刀 初段

沼上　耀一郎

東大阪攻誠館SC
大阪府

東京都
明治碧剣会SC

楯小太刀

明治大学

長谷川　進
汎愛高校

長剣両手 初段

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、楯短刀）

長剣両手



楯長剣代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

藤岡　秋介 内山　和哉 米田　泰芽 北川　孝太
初段以上 大阪府立大学 佛教大学

二段 二段 初段 初段
大阪府 新潟県 大阪府 京都府

大阪蒼龍館SC 新潟ＮＳSC 佛教大学SC
堀田　和希 長谷川　大樹 佐野　航輔 池田　樹生

１級・２級 興國高校 宇都宮短期大学付属高校 藤陽中学校 早稲田大学
１級 ２級 １級 １級

大阪府 栃木県 大阪府 東京都
Ｙａｔｏｏ館！SC 宇都宮短期大学付属高校SC 富翔館SC 早稲田剣隼会SC
渡邉　修永 中島　遥輝 塩木　友仁 中村　航大

３級・４級 中山小学校 不破高校 甲西北中学校 甲武中学校
４級 ３級 ３級 ３級

神奈川県 岐阜県 滋賀県 兵庫県
県立武道館SC 岐阜不破魂SC 滋賀健心塾SC 兵庫刀流館SC
外間　實晃 鈴木　優一 鈴木　大翔 白髭　駿侍

５級・６級 米田小学校 第六中学校（市川市） 汐見が丘小学校 小部東小学校
５級 ５級 ６級 ５級

兵庫県 千葉県 福島県 兵庫県
高砂武蔵SC 蓮心SC 神戸小部東ほっとSC
岸　綾馬 宮津　聡 細川　和暉 町田　優月

７級～１０級 船越小学校 丸橋小学校 鯖江中学校 大栄小学校
７級 ７級 ７級 ７級

神奈川県 兵庫県 福井県 鳥取県
スマイルSC 兵庫刀流館SC 福井青空SC 鳥取北栄SC

優　勝 準優勝

依田　純太 古谷　誠貴 宮津　佐俊 安部　英佑
１０級以上 流通科学大学 明治大学

初段 二段 二段 １級
兵庫県 静岡県 兵庫県 神奈川県

高砂純心SC 静岡紫誠塾SC 兵庫刀流館SC 明治碧剣会SC

短　刀

藤岡　秋介

三位

大阪府
楯長剣 二段

大阪蒼龍館SC

楯長剣

三位



優　勝 準優勝

中嶋　宏充 宮本　真也 菅井　大輔 前田　龍希
１０級以上 近畿大学

短槍 初段 楯短刀 初段 短槍 初段 短槍 初段

神奈川県 神奈川県 神奈川県 大阪府
よみまちSC 横浜杉田SC 横浜杉田SC 東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

河原　瑠我 門脇　髙空 金内　一幸 桐生　朋哉
１０級以上 明治大学 大阪産業大学 南行徳中学校

初段 初段 三段 ３級
東京都 大阪府 新潟県 千葉県

明治碧剣会SC 蓮心SC

優　勝 準優勝 三位

岩田　徹二 DADAT　FRANCOIS 小笠原　和真
１０級以上 常葉大学

二段 三段 初段
愛知県 東京都 静岡県

名古屋武遊殿SC 明治碧剣会SC 富士鷹岡SC

優　勝 準優勝 三位

井川　繁樹 蜂谷　敏樹 関口　将貴
１０級以上 明治大学 北海道大学

五段 １級 １級
鹿児島県 神奈川県 北海道

鹿児島練成会SC 明治碧剣会SC 北大翠剣会SC

三位

長　巻

三位

棒

短槍・杖・楯短刀

長　槍



レディース代表

（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

森　こず江 小谷　沙那佳 梅澤　芽以 畠山　育子
初段以上 国士舘大学 佛教大学 フェイス女学院大学 昭和女子大学

初段 初段 初段 初段
神奈川県 京都府 神奈川県 東京都

国士舘楓剣会SC 佛教大学SC 横国翔剣会SC 明治碧剣会SC
村田　萌瑛 田代　愛華 前田　凜

１級～１０級 早稲田大学 国士舘大学 孔舎衙中学校
１級 １級 ２級

東京都 静岡県 大阪府

金澤　音々
神戸女学院中学部

１級
大阪府

大阪臥龍塾SC 早稲田剣隼会SC 国士舘楓剣会SC 東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

荒尾　梨乃 小田垣　優衣 外間　洋子 田中　美紗季
初段以上 姫路獨協大学 横浜国立大学 明治大学

初段 初段 初段 初段
兵庫県 東京都 兵庫県 東京都

兵庫真成苑SC 横国翔剣会SC 高砂武蔵SC 明治碧剣会SC
徳永　帆南 遠藤　千里 渡邉　珠怜 中田　奏

１級～１０級 専修大学 東京女子大学 中山中学校 昭和女子大学
１級 １級 ２級 １級

東京都 東京都 神奈川県 神奈川県
東大颯剣会SC 県立武道館SC 明治碧剣会SC

優　勝 準優勝

竹中　優生 森内　瑞季 村上　優 船山　聖奈
１０級以上 大阪国際大学短期大学部 繩手中学校

初段 初段 ２級 １級
大阪府 東京都 大阪府 東京都

枚方友心館SC 文京SC 東大阪攻誠館SC

枚方友心館SC

長剣フリー

三位

【個人戦】　打突競技部門　『レディース』

小太刀

大阪国際大学短期大学部

大阪府

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

二　刀

竹中　優生

二刀 初段

三位

三位



優　勝 準優勝

梅澤　芽以 安達　知泉 比嘉　茉莉亜 奥野　真帆
１０級以上 フェリス女学院大学 明治大学 國學院大學 大原簿記法律専門学校

初段 １級 １級 初段
神奈川県 東京都 東京都 大阪府

横国翔剣会SC 明治碧剣会SC 國學院武刀会SC 枚方友心館SC

優　勝 準優勝

原田　彩希 市古　玖留美 森　こず江 有岡　智子
１０級以上 早稲田大学 明石高校 国士舘大学 金沢大学

初段 初段 初段 初段
東京都 兵庫県 神奈川県 石川県

早稲田剣隼会SC 兵庫真成苑SC 国士舘楓剣会SC

優　勝 準優勝

竹中　優生 和田　奈々 川嶋　由香 渡辺　佐世子
１０級以上 大阪国際大学短期大学部 豊橋商業高校 東京家政大学

初段 初段 １級 初段
大阪府 愛知県 東京都 神奈川県

枚方友心館SC 愛知童夢殿SC 早稲田剣隼会SC 県立武道館SC

優　勝 準優勝

為国　花菜 綿引　真紀 芝山　裕子 窪山　琴美
１０級以上 早稲田大学 國學院大學 國學院大學

短刀 初段 短刀 二段 短刀 １級 短刀 １級

東京都 富山県 東京都 東京都
早稲田剣隼会SC 藤ノ木SC 國學院武刀会SC 國學院武刀会SC

優　勝 準優勝

福本　あかり 松沢　美羽 高岡　康江 唐沢　麻利沙
１０級以上 東洋大学 明治大学

長槍 初段 長槍 １級 長巻 初段  長槍 初段

東京都 東京都 富山県 新潟県
東洋白刀会SC 明治碧剣会SC 藤ノ木SC

三位

三位

短刀・短槍・杖・楯短刀

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、楯短刀）

楯小太刀

三位

長剣両手
三位

楯長剣

長槍・棒・長巻



優　勝 準優勝

野村　五月 川田　多美子 田村　江見子 長谷部　洋祐
三段以上

四段 五段 五段 五段
高知県 香川県 神奈川県 神奈川県

県立武道館SC DreamWay屋島SC スポチャンつばさクラブ スマイルSC
吉村　美穂 永井　将史 藤田　英之 竹中　優生

二　段 ヴィーナスアカデミー 成蹊大学 大阪国際大学短期大学部

二段 二段 二段 二段
千葉県 東京都 東京都 大阪府
蓮心SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 枚方友心館SC

髙杉　実奈美 澤田　真帆 渡辺　玲奈 長谷川　進
初　段 高松桜井高校 高知大学 汎愛高校

初段 初段 初段 初段
香川県 高知県 新潟県 大阪府

Dream Way 屋島SC 土佐龍馬SC 新潟ＮＳSC 東大阪攻誠館SC
橋本　真依 疋田　裕輝 辻　陽太 高岡　敦士

１級・２級 浜の宮中学校 杉中学校 第一中学校（交野市） 奥田中学校
２級 ２級 ２級 １級

兵庫県 大阪府 大阪府 富山県
高砂武蔵SC 枚方友心館SC 枚方友心館SC
渡邉　修永 細川　智穂 桐生　朋哉 眞方 公良

３級・４級 中山小学校 髙井戸第四小学校 南行徳中学校 野川中学校
４級 ４級 ３級 ３級

神奈川県 東京都 千葉県 神奈川県
県立武道館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 蓮心SC スポチャンつばさクラブ

宮津　聡 渡邉　二瑚 別所　萌望乃 橋本　尚也
５級・６級 丸橋小学校 中山小学校 長尾小学校 浜の宮小学校

５級 ６級 ６級 ５級
兵庫県 神奈川県 兵庫県 兵庫県

兵庫刀流館SC 県立武道館SC 兵庫刀流館SC 高砂武蔵SC
塩見　真菜 磯　芽依 小池　空 石本　優雅

７級・８級 和田小学校 大山小学校 荒橋小学校 米田小学校
７級 ７級 ８級 ７級

福井県 栃木県 新潟県 兵庫県
福井青空SC 夢翔館大田原SC 新潟ＮＳSC 高砂武蔵SC
浅田　星來 地當　大隼 石本　蘭奈 磯　慶多

９級・１０級 藤ノ木小学校 和歌山大学附属小学校 米田小学校 大山小学校
９級 ９級 １０級 １０級

富山県 和歌山県 兵庫県 栃木県
藤ノ木SC 和歌山十三番丁道場SC 高砂武蔵SC 夢翔館大田原SC

扇　莉久 池田 琥徹 金子 煌 中川　玲音
二刀・３～１０級の部 小太刀・５～６級の部 小太刀・９～１０級の部 楯小太刀・９～１０級の部

谷口台小学校 幸田小学校 秦野南小学校 北里小学校
二刀 ７級 小太刀 ５級 小太刀 ５級 楯小太刀 １０級

神奈川県 東京都 神奈川県 滋賀県
相模原磯SC 生麦SC 秦野勝敏SC 滋賀健心塾SC
羽根　愛喜 濵田 陸海 鳥取北栄SC

楯長剣・３～４級 長剣フリー・二段以上 SCクラブ対抗戦・打突競技

甲西北中学校 大阪産業大学
楯長剣 ３級 長剣フリー 二段

滋賀県 大阪府 鳥取県
滋賀健心塾SC 鳥取北栄SC

（順位なし）

三位

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門


