
優　勝 準優勝 ３位

國學院武刀会ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ 大阪蒼龍館ＳＣ
内藤　洋平 長谷川　雅 大森　一夫
小太刀　初段 長剣フリー　１級 長剣フリー　三段

大平　峻也 長谷川　進 山本　崇文
合　戦 小太刀　初段 長剣フリー　２級 長剣フリー　三段

湊　拓馬 小野　栄輝 山本　華奈
（320㎝以下） 長剣フリー　１級 小太刀　３級 小太刀　初段

八田　勇祐 村嵜　小次郎 山本　華澄
長剣フリー　１級 小太刀　３級 小太刀　初段

監督： 岩尾　光平 監督： 長谷川　一恵 監督： 山本　美樹

（東京都） （大阪府） （大阪府）

優　勝 準優勝 ３位

Dream Way 屋島ＳＣ 阿波の禅大和道場ＳＣ 高砂武蔵ＳＣ
髙杉　建太朗 上田　真弓 藤原　由帆

二段 二段 ４級

岩本　空竜 亀井　智会 小川　まひろ
基本動作 二段 初段 ４級

髙杉　実奈美 松長　義則 橋本　真依
二段 初段 ５級

監督： 川田　多美子 監督： 尾田　達哉 監督： 浦川　公子
（香川県） （徳島県） （兵庫県）

グランド
チャンピオン

田邊　賢一
オヤカタ代表 長剣フリー　七段

（グラチャン戦出場） 神奈川県

横浜馬車道ＳＣ

優　勝 準優勝

田邊　賢一 柴田　智弘 吉見　憲一 神谷　幸博
長剣フリー 七段 五段 五段 四段

神奈川県 三重県 千葉県 神奈川県

横浜馬車道ＳＣ 童心塾ＳＣちば 横浜杉田ＳＣ
田水　秀典 鈴木　利和 細川　健一 浦川　公子

得物自由 楯長剣　六段 長槍　五段 二刀　七段 楯長剣　三段
広島県 愛知県 東京都 兵庫県

広島大和ＳＣ 愛知童夢殿ＳＣ 挑錬侍館ＳＣTOKYO 高砂武蔵ＳＣ

兼　世界選手権大会日本代表選考会

千葉童心塾優士ＳＣ

平成28年5月22日　　於：高松市総合体育館第一競技場

千葉県 大阪府
大阪蒼龍館ＳＣ

３位

矢倉　士 山本　華奈
四条畷学園大学 汎愛高等学校
楯長剣　二段 初段

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技部門

マスター打突競技　部門　『オヤカタ』

基本動作　部門

【個人戦】

第１回　田邊哲人杯争奪戦大会

【団体戦】

打突競技 部門



優　勝 準優勝
園部　苺果 徳田　匠紀 徳田　怜紀 小野　源司

９級～１０級 縄手南小学校 川津小学校 坂出中学校 鴻池東小学校
１０級 １０級 ９級 １０級
大阪府 香川県 香川県 大阪府

東大阪攻誠館ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ

細川　智穂 藤井　悠成 田中　優名 池　紀征
７級～８級 高井戸第四小学校 富熊小学校 志度小学校 伊野南小学校

８級 ７級 ８級 ７級
東京都 香川県 香川県 高知県

挑錬侍館ＳＣTOKYO 坂出無心会ＳＣ Dream Way 東ががわＳＣ 土佐龍馬ＳＣ

松浦　穂華 藤井　洸鷹 松森　仁美 橋本　真依
４級～６級 加茂小学校 富熊小学校 岡山小学校 浜の宮小学校

６級 ５級 ４級 ５級
兵庫県 香川県 岡山県 兵庫県

兵庫刀流館ＳＣ 坂出無心会ＳＣ 岡山中央南ＳＣ 高砂武蔵ＳＣ

高岡　敦士 村上　優 長谷川　進 喜多谷　柊矢
２級～３級 奥田北小学校 縄手小学校 孔舎衙中学校 鳴門渦潮高等学校

３級 ３級 ２級 ２級
富山県 大阪府 大阪府 徳島県

雄翔会富山ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ 阿波の禅大和道場ＳＣ

島村　歩乃佳 伊藤　寛記 喜多谷　彩葉 下夷　亜虎
１　級 阿波高等学校 桜の宮中学校 鳴門市第二中学校 江井島中学校

１級 １級 １級 １級
徳島県 兵庫県 徳島県 兵庫県

阿波の禅板野ＳＣ 神戸小部東ほっとＳＣ 阿波の禅大和道場ＳＣ 兵庫真成苑ＳＣ

山本　華奈 髙杉　勉 喜多谷　知子 長谷川　雅
初　段 上宮高等学校

初段 初段 初段 初段
大阪府 香川県 徳島県 大阪府

大阪蒼龍館ＳＣ Dream Way 屋島ＳＣ 阿波の禅大和道場ＳＣ 東大阪攻誠館ＳＣ

井川　繁樹 高岡　康江 岸下　裕哉 綿引　和美
二段以上

五段 三段 三段 三段
鹿児島県 富山県 愛知県 富山県

鹿児島練成会ＳＣ 雄翔会富山ＳＣ 名古屋武遊殿ＳＣ 雄翔会富山ＳＣ

橋本　真依
楯小太刀２～５級

（順位なし） 浜の宮小学校
５級

兵庫県

高砂武蔵ＳＣ

３位

フェアプレー賞

【個人戦】基本動作 部門




