
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

挑錬侍館SC TOKYO 静岡紫誠塾SC 雄翔会富山SC
永井 将史 古谷 誠貴 綿引 和美
長剣Ｆ 三段 長剣Ｆ 二段 長剣Ｆ 二段

合　戦 香嶋 浩之 小池 武史 綿引 真紀
（320㎝以下） 長剣Ｆ 二段 長剣Ｆ 初段 長剣Ｆ 初段

野中 紀鷹 大滝 英意 長浜 俊一
長剣Ｆ 二段 長剣Ｆ 初段 長剣Ｆ 初段

（東京都） （静岡県） （富山県）

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

童心塾SCちば おだわら新玉SC 県立武道館SC
吉村 美穂 松田 実来 野村 五月
小太刀 二段 小太刀 二段 小太刀 三段

基本動作 桐生 純佳 松田 嵩大 石井 優希
（3名同時） 小太刀 1級 小太刀 1級 小太刀 初段

桐生 朋哉 立木 政充 吉木 萌
小太刀 3級 小太刀 5級 小太刀 1級

（千葉県） （神奈川県） （神奈川県）

グランド
チャンピオン

第１回東日本スポーツチャンバラ選手権大会

2017年5月21日　　於：静岡市由比体育館

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

藤岡 秋介 吉村 美穂

楯長剣 初段 基本動作 二段

大阪府 千葉県

大阪蒼龍館SC 童心塾SCちば

兼　アジア・オセアニア大会 日本代表選考会

兼　第８回田邊杯争奪戦大会

【団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門



井川 啓貴
小太刀代表

（グラチャン戦出場） 二段
千葉県
文京SC

優　勝 準優勝

髙田 翔 遠矢 楓翔 桶川 歩希 細川 智穂
6級～10級 津田小学校 山田東小学校 日下部小学校 高井戸第四小学校

７級 ６級 ９級 ７級
大阪府 大阪府 山梨県 東京都

枚方友心館SC 枚方友心館SC 小瀬SC 挑錬侍館SC TOKYO

石原 寛基 高岡 敦士 佐藤 優叶 鈴木 勇生
1級～5級 明治大学 奥田中学校 本町中学校（秦野市） 有度二小学校

１級 ５級 ２級 ５級
東京都 富山県 神奈川県 静岡県

明治碧剣会SC 雄翔会富山SC 秦野紫電塾SC 静岡紫誠塾SC

井川 啓貴 野村 五月 坂本 淳平 平岩 宏康
初段以上

二段 三段 初段 二段
千葉県 神奈川県 奈良県 愛知県
文京SC 県立武道館SC 奈良三郷SC 愛知童夢殿SC

矢倉 士
長剣フリー代表
（グラチャン戦出場） 二段

千葉県
童心塾優士SC

優　勝 準優勝

冨田 剛弘 桐生 朋哉 内田 貴則 三宅 佐紀
1級～10級 國學院大學 南行徳中学校 横浜国立大学 横浜国立大学

１級 ３級 １級 １級
東京都 千葉県 神奈川県 神奈川県

國學院武刀会SC 童心塾SCちば 横国剣翔会SC 横国剣翔会SC

矢倉 士 蜂谷 敏樹 曽根田 渉 岩田 徹二
初段以上 明治大学 明治大学

二段 初段 初段 四段
千葉県 東京都 神奈川県 愛知県

千葉童心塾優士SC 明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 名古屋武遊殿SC

原科 太一
二刀代表 横浜国立大学

（グラチャン戦出場） 二段
神奈川県

横国翔剣会SC

優　勝 準優勝
小野 穣二 上野 聡太 宮崎 周 矢倉 匡

1級～10級 専修大学 横浜国立大学 早稲田大学 大阪偕星学園高校
1級 1級 1級 1級

神奈川県 神奈川県 東京都 千葉県
横国剣翔会SC 早稲田剣隼会SC 千葉童心塾優士SC

原科 太一 藤岡 秋介 永井 将史 須坂 友
初段以上 横浜国立大学

二段 三段 三段 初段
神奈川県 大阪府 東京都 新潟県

横国翔剣会SC 大阪蒼龍館SC 挑錬侍館SC TOKYO 新潟NS SC

【個人戦】　打突競技 部門

部内競技

小太刀

３位

長剣フリー

３位

二　刀

３位



優　勝 準優勝

矢倉 史也 小笠原 和真 小山 雅史 香嶋 浩之
10級以上 関西福祉科学大学 常葉大学

初段 初段 二段 初段

千葉県 静岡県 東京都 東京都

千葉童心塾優士SC 文京SC 挑錬侍館SC TOKYO

野中 紀鷹
楯小太刀代表
（グラチャン戦出場） 二段

東京都

挑錬侍館SC TOKYO

優　勝 準優勝
遠矢 楓翔 佐藤 優叶 高田 美雨 佐藤 颯

　3級～10級 山田東小学校 本町中学校（秦野市） 津田小学校 城南中学校

7級 3級 10級 7級

大阪府 神奈川県 大阪府 山梨県

枚方友心館SC 秦野紫電塾SC 枚方友心館SC 小瀬SC

野中 紀鷹 井川 啓貴 伊藤 寛記 坂本 淳平
2級以上 桜の宮中学校

二段 初段 1級 初段

東京都 千葉県 兵庫県 奈良県

挑錬侍館SC TOKYO 文京SC 神戸小部東ほっとSC 奈良三郷SC

藤岡 秋介
楯長剣代表

（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

大阪蒼龍館SC

優　勝 準優勝
矢倉 匡 縄田 寛希 内田 貴則 松﨑 直輝

1級～10級 大阪偕星学園高校 横浜国立大学 横浜国立大学 法政大学

1級 1級 1級 1級

千葉県 神奈川県 神奈川県 東京都

千葉童心塾優士SC 横国翔剣会SC 横国翔剣会SC HOSEI SC

藤岡 秋介 藤田 英之 永井 将史 矢倉 士
初段以上 成蹊大学

初段 初段 二段 二段

大阪府 千葉県 東京都 千葉県

大阪蒼龍館SC 童心塾SCちば 挑錬侍館SC TOKYO 千葉童心塾優士SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞
和田 いくな 綿引 真紀 宮本 真也 清水口 陽

10級以上 菅生小学校

短刀 初段 短刀 二段 短槍 初段 短槍 1級

愛知県 富山県 神奈川県 神奈川県

愛知童夢殿SC 雄翔会富山SC 横浜杉田SC スポチャンつばさクラブ

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞
佐々木 晟人 河村 裕国 東 洋介 高岡 康江

10級以上 関西学院大学

長巻 二段 長巻 初段 棒 二段 長巻 初段

兵庫県 愛知県 神奈川県 富山県

DreamWay兵庫SC 名古屋武遊殿SC 横浜馬車道SC 雄翔会富山SC

部外競技

長剣両手

楯小太刀

３位

短刀・短槍

３位

楯長剣

３位

長槍・長巻・棒・杖



優　勝 準優勝

細川 智穂 髙田 翔 黒川 桂吾 清水口 翔
６級～10級 高井戸第四小学校 津田小学校 桜丘北小学校 菅生小学校

７級 ７級 ７級 ８級

東京都 大阪府 大阪府 神奈川県

挑錬侍館SC TOKYO 枚方友心館SC 枚方友心館SC スポチャンつばさクラブ

和田 奈々 竹内 妃那 山下 叶夢 桐生 朋哉
1級～5級 南稜中学校 西小学校（秦野市） 河城小学校 南行徳中学校

１級 ３級 ５級 ３級

愛知県 神奈川県 静岡県 千葉県

愛知童夢殿SC 秦野紫電塾SC 童心塾SCちば

藤田 英之 桐生 純佳 須坂 友
初  段 成蹊大学 市川東高校

初段 初段 初段

千葉県 千葉県 新潟県

童心塾SCちば 童心塾SCちば 新潟NS SC

吉村 美穂 野村 五月 藤岡 秋介 佐々木 晟人
二段以上 関西学院大学

二段 三段 三段 二段

千葉県 神奈川県 大阪府 兵庫県

童心塾SCちば 県立武道館SC 大阪蒼龍館SC DreamWay兵庫SC

清水口 翔
小太刀６~１０級

順位なし 菅生小学校

８級

神奈川県

スポチャンつばさクラブ

【該当者なし】

３位

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門


