
優　勝 準優勝 ３位 ３位

文京SC 岩手SC 北大翠剣会SC 仙台SC
楠田　渓 下河原　健司 近藤　哲仁 阿部　ひかり
小太刀三段 長剣フリー初段 長剣フリー五段 長剣フリー初段

合　戦 田中　裕士 小笠原　佑樹 関口　将貴 杉山　千尋
（320㎝以下） 長剣フリー初段 長剣フリー５級 長剣フリー初段 長剣フリー４級

大平　峻也 中田　至 櫻井　慶悟 菊地　美有
小太刀初段 長剣フリー７級 長剣フリー１級 小太刀８級

伊藤　和則 杉山　巴絵
長剣フリー初段 小太刀９級

東京都 岩手県 北海道 宮城県

優　勝 準優勝 ３位 ３位

藤ノ木SC 仙台SC 山形SC 岩手SC
高岡　康江 阿部　ひかり 伊藤　茉宏 杉田　哲朗
小太刀三段 小太刀１級 小太刀９級 小太刀五段

基本動作 高岡　敦士 杉山　千尋 神野　楓河 杉田　翔
（3名同時） 小太刀３級 小太刀１級 小太刀９級 小太刀１級

石田　大悟 杉山　新太 千﨑　雅也 杉田　光
小太刀５級 小太刀５級 小太刀９級 小太刀2級

富山県 宮城県 山形県 宮城県

グランド
チャンピオン

兼　第９回田邊杯争奪戦大会

【団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門

2018年10月21日　　於：宮城広瀬総合運動場体育館

兼　世界選手権大会 日本代表選考会

吉村 美穂

東京都 千葉県

横浜国立大学 ヴィーナスアカデミー

文京SC

二刀 三段 基本動作 二段

第２回東日本スポーツチャンバラ選手権大会

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

原科　太一



高岡　敦士
小太刀代表 奥田中学校

（グラチャン戦出場） ３級
富山県

藤ノ木SC

優　勝 準優勝

磯　芽依 福田　晴瑠 菊地　美有 磯　慶多
６級～10級 大山小学校 西原小学校 燕沢小学校 大山小学校

１０級 ７級 ８級 １０級
栃木県 栃木県 宮城県 栃木県

夢翔館大田原SC 夢翔館大田原SC 仙台SC 夢翔館大田原SC

高岡　敦士 福田　悠駕 樫山　岬 德永　帆南
１級～５級 奥田中学校 大田原中学校 矢板東高校附属中学校 専修大学

３級 ３級 ３級 １級
富山県 栃木県 栃木県 東京都

藤ノ木SC 夢翔館大田原SC 夢翔館大田原SC

伊藤　和規 楠田　渓 岩田　徹二 野中　紀鷹
初段以上

初段 三段 四段 二段
東京都 東京都 愛知県 東京都
文京SC 文京SC 名古屋武遊殿SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

小山　雅史
長剣フリー代表
（グラチャン戦出場） 三段

東京都
文京SC

優　勝 準優勝

小野寺　颯佑 内野　侑 久保居　梨玖 細川　智穂
４級～10級 岩切小学校 北厨川小学校 煙山小学校 高井戸第四小学校

６級 ４級 ６級 ５級
宮城県 岩手県 岩手県 東京都
仙台SC 岩手SC 岩手SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

大森　柚輝 戸川　侑輝 青木　琢朗 河原　瑠我
１級～３級 金田北中学校 明治大学 東京大学 明治大学

３級 １級 １級 １級
栃木県 東京都 東京都 明治大学

夢翔館大田原SC 明治碧剣会SC 東大颯剣会SC 明治碧剣会SC

小山　雅史 内山　和哉 野澤　大喜 森内　瑞季
初段以上

三段 三段 二段 初段
東京都 新潟県 栃木県 東京都
文京SC 新潟ＮＳSC 栃木夢翔館SC 文京SC

３位

３位

長剣フリー

【個人戦】　打突競技 部門

部内競技

小太刀



原科 太一
二刀代表 横浜国立大学

（グラチャン戦出場） 三段
栃木県
文京SC

優　勝 準優勝
関口　将貴 坂牧　りさ 杉山　巴絵 杉田　翔

１級～10級 北海道大学 横浜国立大学 鶴谷東小学校 釜石中学校
１級 １級 ８級 １級

北海道 神奈川県 宮城県 岩手県
北大翠剣会SC 文京SC 仙台SC 岩手SC

原科 太一 舩越　晋 武井　裕哉 近藤　哲仁
初段以上 横浜国立大学 東京大学 国士舘大学 　

三段 二段 二段 五段
栃木県 東京都 東京都 北海道
文京SC 東大颯剣会SC 国士舘楓剣会SC 北大翠剣会SC

小山　雅史
長剣両手代表
（グラチャン戦出場） 三段

東京都
文京SC

優　勝 準優勝
杉山　千尋 阿部　史穏 阿部　功武 中田　至

５級～10級 西山中学校 磐井中学校 山目小学校 山目小学校

５級 ５級 ５級 ７級

宮城県 岩手県 岩手県 岩手県

仙台SC 岩手SC 岩手SC 岩手SC

櫻井　慶悟 青木　琢朗 清水　秀也 松本　蓮
１級～４級 北海道大学 東京大学 明治大学 東京大学

１級 １級 １級 １級

北海道 東京都 東京都 東京都

北大翠剣会SC 東大颯剣会SC 明治碧剣会ＳＣ 東大颯剣会SC

小山　雅史 武田　泰彦 德永　帆南 落合　早輝
初段以上 専修大学 北星学園大学付属高校

三段 五段 初段 初段

東京都 福島県 東京都 北海道

文京SC どさんこSC

二　刀

長剣両手

３位

３位

部外競技



蜂谷　敏樹
楯小太刀代表 明治大学
（グラチャン戦出場） 初段

神奈川県
明治碧剣会SC

優　勝 準優勝
竹内　あさひ 櫻井　煌大 小野寺　達海 杉山　巴絵

８級～10級 十日町小学校 東保育園(那須塩原市) 鶴ヶ谷マードレ保育園 鶴谷東小学校
９級 ９級 １０級 ８級

新潟県 栃木県 宮城県 宮城県
新潟ＮＳSC 夢翔館大田原SC 仙台SC 仙台SC

神崎　黎 福田　悠駕 横山　飛空 真鍋　裕介
１級～７級 横浜国立大学 大田原中学校 梁川小学校 東京大学

１級 ３級 ３級 １級
神奈川県 栃木県 福島県 東京都

横国翔剣会SC 夢翔館大田原SC 東大颯剣会SC

蜂谷　敏樹 大平　峻也 野中　紀鷹 田中　裕士
初段以上 明治大学

初段 初段 二段 二段
神奈川県 東京都 東京都 東京都

明治碧剣会SC 文京SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 文京SC

原科　太一
楯長剣代表 横浜国立大学

（グラチャン戦出場） 三段
栃木県
文京SC

優　勝 準優勝
樫山　岬 杉田　翔 石田　大悟 坂牧　りさ

１級～10級 矢板東高校附属中学校 釜石中学校 雄山中学校 横浜国立大学
３級 １級 ３級 １級

栃木県 岩手県 富山県 神奈川県
夢翔館大田原SC 岩手SC 藤ノ木SC 文京SC

原科　太一 武井　裕哉 藤岡　秋介 舩越　晋
初段以上 横浜国立大学 国士舘大学 東京大学

三段 初段 二段 初段
栃木県 東京都 大阪府 東京都
文京SC 国士舘楓剣会SC 大阪蒼龍館SC 東大颯剣会SC

優　勝 準優勝
大友　健 近藤　哲仁

10級以上 國學院大學
短刀１級 楯短刀三段
東京都 北海道

國學院武刀会SC 北大翠剣会SC

優　勝 準優勝
岩田　徹二 菅田　勝治 中林　駿太 川田　多美子

10級以上 　 　　　
棒二段 長巻三段 長巻１級 長槍五段
愛知県 新潟県 東京都 香川県

名古屋武遊館SC 新潟ＮＳSC 明治碧剣会SC DreamWay屋島SC

長槍・棒・長巻

３位

楯小太刀

短刀・短槍・杖・楯短刀

３位

楯長剣

３位

３位



優　勝 準優勝

杉山　巴絵 竹内　あさひ 千﨑　雅也 久保居　玲央
８級～10級 鶴谷東小学校 十日町小学校 第二小学校（山形市） 煙山小学校

９級 ８級 ９級 ８級
宮城 新潟 山形 岩手

仙台SC 新潟ＮＳSC 山形SC 岩手SC

細川　智穂 磯　芽依 小暮　宇宙 石田　大悟
２級～７級 高井戸第四小学校 大山小学校 北中山小学校 雄山中学校

４級 ７級 ６級 ６級
東京都 栃木県 宮城県 富山県

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 夢翔館大田原SC 仙台SC 藤ノ木SC

高岡　敦士 杉山　千尋 阿部　ひかり 関口　将貴
１級 奥田中学校 西山中学校 奈良教育大学 北海道大学

１級 １級 １級 １級
富山県 宮城県 宮城県 北海道大学

藤ノ木SC 仙台SC 仙台SC 北大翠剣会SC

落合　早輝 舩越　晋 田中　裕士 大平　峻也
初　段 北星学園大学付属高校 東京大学

初段 初段 初段 初段
北海道 東京都 東京都 東京都

どさんこSC 東大颯剣会SC 文京SC 文京SC

吉村　美穂 川田　多美子 高岡　康江 藤岡　秋介
二段以上 ヴィーナスアカデミー

二段 六段 三段 三段
千葉県 香川県 富山県 大阪府

DreamWay屋島SC 藤ノ木SC 大阪蒼龍館SC

小山　雅史
打突グランドチャンピオン戦

順位なし

長剣フリー三段
東京都
文京SC

フェアプレー賞

【個人戦】　基本動作 部門

３位


