
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

文京SC 令剣会SC 東洋白刀会SC 生麦SC
竹内 勇輔 佐藤 隆二 原科 圭汰 池田 淳

団体戦 長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

先鋒100㎝以下 伊藤 和規 安信 琳太郎 森内 瑞季 広瀬 大輔
中堅160㎝以下 二刀初段 二刀初段 楯長剣初段 二刀二段

大将200㎝以下 大平 峻也 内藤 洋平 福本 あかり 加藤 應三郎
長槍初段 長槍初段 長槍初段 長槍初段

東京都 東京都 東京都 埼玉県

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

北多摩SC どさんこSC 東洋白刀会SC 令剣会SC
勝又 健太郎 落合 祐輝 森内 瑞季 Dadat Francois

小太刀五段 小太刀三段 小太刀初段 小太刀二段

基本動作 蓮見 嘉孝 落合 早輝 福本 あかり 内藤 洋平
（3名同時） 小太刀三段 小太刀三段 小太刀初段 小太刀初段

蓮見 誠 落合 玲祐 原科 圭汰 佐藤 隆二
小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段

東京都 北海道 東京都 東京都

グランド
チャンピオン

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技　部門 基本動作　部門

第11回田邊杯争奪戦大会
兼　世界選手権大会 日本代表選考会

令和２年９月２７日　　於：埼玉県・三郷市総合体育館

【クラブチーム対抗戦】

打突競技 部門

藤岡 秋介 落合 早輝
北星学園大学

二刀二段 基本動作三段

神奈川県 北海道

県立武道館SC どさんこSC



原科 圭汰
小太刀代表 東洋大学

（グラチャン戦出場） 初段
栃木県

東洋白刀会SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

加藤 祥太 池田 煌 古谷 圭宏 疋田 隼
１級～10級 彦成中学校 幸田小学校 藤沢北小学校 小平第七小学校

３級 ７級 ９級 ９級
埼玉県 埼玉県 埼玉県 東京都
生麦SC 生麦SC 拓心館武蔵会SC 北多摩SC

原科 圭汰 小笠原 和真 Dadat Francois 伊藤 真樹男
初段以上 東洋大学

初段 二段 二段 四段
栃木県 静岡県 東京都 埼玉県

東洋白刀会SC 富士鷹岡SC 令剣会SC 生麦SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

関口 将貴 大平 峻也 伊藤 和規 蓮見 誠
10級以上 北海道大学

初段 初段 初段 初段
北海道 東京都 東京都 東京都

北大翠剣会SC 文京SC 文京SC 北多摩SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

藤岡 秋介 竹内 勇輔 内藤 洋平 杉本 亘生
10級以上

二段 初段 二段 初段
神奈川県 東京都 東京都 奈良県

県立武道館SC 文京SC 令剣会SC 奈良三郷SC

【個人戦】　打突競技 部門
部内競技
小太刀

長剣フリー

二　刀



優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

小笠原 和真 広瀬 大輔 蓮見 誠 大塚 義明
10級以上

初段 初段 初段 三段

静岡県 埼玉県 東京都 神奈川県

富士鷹岡SC 生麦SC 北多摩SC 横浜馬車道SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

原科 圭汰 佐藤 隆二 池田 煌 菅井 心晴
10級以上 幸田小学校 杉田小学校

初段 初段 ７級 ７級
栃木県 東京都 埼玉県 神奈川県

東洋白刀会SC 令剣会SC 生麦SC 横浜杉田SC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

藤岡 秋介 牧田 卓朗 内藤 洋平 落合 玲祐
10級以上 法政大学

二段 １級 二段 三段
神奈川県 東京都 東京都 北海道

県立武道館SC 県立武道館SC 令剣会SC どさんこSC

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

眞保 篤 菅井 大輔 伊藤 真樹男 勝又 健太郎
10級以上

短槍五段 短槍三段 短槍二段 短刀二段
神奈川県 神奈川県 神奈川県 東京都

横浜杉田SC 横浜杉田SC 生麦SC 北多摩SC

優　勝 準優勝

Dadat Francois 福本 あかり
10級以上

棒二段 長槍初段
東京都 東京都

令剣会SC 東洋白刀会SC

楯小太刀

楯長剣

部外競技

長剣両手

短刀・短槍・杖・楯短刀

長槍・棒・長巻



優　勝 準優勝

疋田 隼 加藤 祥太 池田 煌 深瀬 尚紀
１級～10級 小平第七小学校 彦成中学校 幸田小学校

９級 ３級 ７級 １級
東京都 埼玉県 埼玉県 神奈川県

北多摩SC 生麦SC 生麦SC スマイルSC

落合 玲祐 原科 圭汰 森内 瑞季 内藤 洋平
初　段 東洋大学

初段 初段 初段 初段
北海道 栃木県 東京都 東京都

どさんこSC 東洋白刀会SC 文京SC 令剣会SC

石井 優希 菅井 大輔 小笠原 和真 大塚 義明
二　段

二段 二段 二段 二段
神奈川県 神奈川県 静岡県 神奈川県

県立武道館SC 横浜杉田SC 富士鷹岡SC 横浜馬車道SC

落合 早輝 勝又 健太郎 東 洋介 藤岡 秋介
三段以上 北星学園大学

三段 五段 五段 三段
北海道 東京都 神奈川県 神奈川県

どさんこSC 北多摩SC 横浜馬車道SC 県立武道館SC

【個人戦】　基本動作 部門
３位


