
優　勝 準優勝 ３位 ３位

高砂武蔵SC③ 高砂武蔵SC④ 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 高砂武蔵SC⑤
兵庫県 兵庫県 東京都 兵庫県

基本動作 谷口　一愛 石本 優雅 細川　智穂 石本　蘭奈
団体戦 小太刀　初段 長剣両手　３級 小太刀　初段 長巻　５級

鎌谷　理嘉 名嶋　敬次朗 永井　将史 森本　椋太
小太刀　初段 小太刀　３級 小太刀　三段 杖　６級

谷口　愛迦 外間　實晃 細川　健一 藪内　律喜
小太刀　３級 短刀　１級 小太刀　七段 小太刀　６級

兵庫真成苑SC① 枚方友心館SC 東大阪攻誠館SC 兵庫真成苑SC②
兵庫県 大阪府 大阪府 兵庫県

打突競技 部門 磯上　裕宣 水野　和輝 長谷川　進 下夷　亜虎
団体戦 二刀　初段 楯長剣　初段 二刀　二段 楯長剣　初段

下夷　竜生 下川　琥太郎 野中　翔 粟井　聡
二刀　二段 楯長剣　初段 二刀　二段 楯長剣　初段

市古　憲一郎 細川　千利 長谷川　雅 前田　龍希
二刀　二段 楯長剣　二段 二刀　二段 二刀　初段

グランド
チャンピオン

小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

松本　哲 岡本　直 吉良　和将 大石　晴陽
８級～１０級 米田西小学校 西小学校（熊取町） 野口小学校 信達小学校

９級 ８級 ８級 ８級
兵庫県 大阪府 兵庫県 大阪府

高砂武蔵SC 大阪有朋館SC 高砂武蔵SC 大阪有朋館SC

藤原　瑞希 倉本　晃太郎 藪内　律喜 田中　嶺児
４級～７級 岩岡中学校 若葉西小学校 米田西小学校 荒井小学校

４級 ６級 ５級 ５級
兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県

兵庫真成苑SC 兵庫刀流館SC 高砂武蔵SC 高砂純心SC

３位

前田　龍希

初段
兵庫県

兵庫真成苑SC

兵庫真成苑SC 県立武道館SC

部内競技

小太刀

二刀　二段 基本動作　五段
兵庫県 神奈川県

【個人戦】

打突競技　部門

打突競技　部門 基本動作　部門
市古　憲一郎 永井　五月

第76回全国レクリエーション大会2022ひょうご

スポーツチャンバラ交流大会

令和４年９月１７日　　於：兵庫県立武道館

クラブチーム対抗戦
基本動作 部門

打突競技 部門



優　勝 準優勝

小室　伸介 岡本　平 外間　實晃 今林　武志
１級～３級 龍谷大学 近畿大学附属和歌山中学校 宝殿中学校 大阪大学

２級 ２級 １級 １級
京都府 大阪府 兵庫県 大阪府

大阪有朋館 高砂武蔵SC

前田　龍希 川田　雄太郎 中村　穂高 大倉　健史
初段以上

初段 三段 初段 四段
兵庫県 香川県 京都府 大阪府

兵庫真成苑SC DreamWay屋島SC 葵彗館SC 大阪蒼龍館SC

長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

森本　椋太 藤井　澪那 土師　優陽 大塚　創護
４級～１０級 氷丘小学校 富熊小学校 岩岡小学校 きのくに子どもの村学園

６級 ６級 ７級 ４級
兵庫県 香川県 兵庫県 大阪府

高砂武蔵SC 坂出無心会SC 兵庫真成苑SC 富翔館SC

名嶋　敬次朗 柳生　爽羽 藤井　悠成 髙田　翔
１級～３級 宝殿中学校 富熊小学校 綾歌中学校 津田中学校

３級 ３級 ３級 １級
兵庫県 香川県 香川県 大阪府

高砂武蔵SC 坂出無心会SC 坂出無心会SC 枚方友心館SC

関口　将貴 下夷　亜虎 梅村　一斗 古田　洋理
初段以上 神戸学院大学 明石清水高等学校

初段 初段 初段 初段
東京都 兵庫県 兵庫県 兵庫県

令剣会SC 兵庫真成苑SC 高砂武蔵SC 神戸鈴蘭台SC

優　勝 準優勝

市古　憲一郎 野中　翔 門脇　髙空 藤井　洸鷹
全段級 龍谷大学 坂出商業高等学校

（１０級以上） 二段 二段 三段 初段
兵庫県 大阪府 兵庫県 香川県

兵庫真成苑SC 東大阪攻誠館SC 神戸鈴蘭台SC 坂出無心会SC

３位

３位

二　刀

３位

長剣フリー

関口　将貴

初段
東京都

令剣会SC



楯長剣代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

名嶋　敬次朗 三好　彩葉 早野　大和 松田　透弥
４級～１０級 宝殿中学校 荒井小学校 不破高等学校 荒井小学校

４級 ６級 ５級 ６級
兵庫県 兵庫県 岐阜県 兵庫県

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 岐阜不破魂SC 高砂武蔵SC
宮津　聡 白髭　駿侍 髙田　翔 柳生　爽羽

１級～３級 長尾中学校 夢野台高等学校 津田中学校 富熊小学校
１級 １級 １級 ３級

兵庫県 兵庫県 大阪府 香川県
兵庫刀流館SC 神戸鈴蘭台SC 枚方友心館SC 坂出無心会SC
勇上　康太朗 藤岡　秋介 下川　琥太郎 依田　純太

初段以上 龍谷大学 交野高等学校
楯長剣　初段 楯長剣　二段 楯長剣　初段　 楯長剣　二段

東京都 神奈川県 大阪府 兵庫県
県立武道館SC 枚方友心館SC 高砂純心SC

代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

吉良　和将 松本　哲 岡本　直 廣井　陽斗
８～１０級 野口小学校 米田西小学校 西小学校（熊取町） 藤沢台小学校

楯小太刀　８級 楯小太刀　９級 楯小太刀　８級 楯小太刀　８級
兵庫県 兵庫県 大阪府 大阪府

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 大阪有朋館SC 富翔館SC

藪内　律喜 土師　優陽 大石　圭海 田中　嶺児
４～７級 米田西小学校 岩岡小学校 信達小学校 荒井小学校

長剣両手　５級 楯小太刀　７級 楯小太刀　６級 楯小太刀　５級
兵庫県 兵庫県 大阪府 兵庫県

高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC 大阪有朋館SC 高砂純心SC

外間　實晃 小室　伸介 宮口　慶 高田　大志
１～４級 宝殿中学校 龍谷大学 光が丘中学校

楯小太刀　１級 楯小太刀　２級 楯小太刀　３級 長剣両手　１級
兵庫県 京都府 兵庫県 兵庫県

高砂武蔵SC 兵庫刀流館SC 高砂武蔵SC

磯上　裕宜 野中　翔 宮本　真也 長谷川　雅
初段以上 龍谷大学

楯小太刀　四段 長剣両手　二段 楯小太刀　初段 楯小太刀　二段
兵庫県 大阪府 神奈川県 大阪府

兵庫真成苑SC 東大阪攻誠館SC 横浜杉田SC 東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝
関口　将貴 今林　武志 河原　瑠我 和田　清隆

全段級 大阪大学
（１０級以上） 長槍　初段 長槍　初段 長槍　初段 長槍　三段

東京都 大阪府 新潟県 大阪府
令剣会SC

３位

長槍・長巻・棒
３位

３位

長剣両手・楯小太刀・短槍・短刀・杖・楯短刀
磯上　裕宜

楯小太刀　四段
兵庫県

兵庫真成苑SC

楯長剣
宮津　聡

長尾中学校
楯長剣　１級

兵庫県
兵庫刀流館SC

部外競技



優　勝 準優勝

松本　哲 松田　瑛太 髙田　陽菜 森本　絢介
８～１０級 米田西小学校 荒井小学校 津田小学校 氷丘小学校

９級 １０級 ９級 ９級
兵庫県 兵庫県 大阪府 兵庫県

高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 枚方友心館SC 高砂武蔵SC
森本　椋太 藪内　律喜 鎌谷　穂実 吉良　和将

６級～７級 氷丘小学校 米田西小学校 米田小学校 野口小学校
６級 ６級 ６級 ７級

兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県
高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC
石本　蘭奈 藤井　悠成 名嶋　敬次朗 上原　直人

３級～５級 米田小学校 綾歌中学校 宝殿中学校 香東中学校
５級 ３級 ３級 ３級

兵庫県 香川県 兵庫県 香川県
高砂武蔵SC 坂出無心会SC 高砂武蔵SC DreamWay屋島SC
梅村　羽叶 水野　陽太 外間　實晃 梅村　一斗

１級～２級 平岡中学校 第四小学校（枚方市） 宝殿中学校 明石清水高等学校
１級 ２級 １級 １級

兵庫県 大阪府 兵庫県 兵庫県
高砂武蔵SC 枚方友心館SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC
永井　五月 細川　智穂 川田　雄太郎 藤井　洸鷹

初段以上 東海大学付属高輪台高等学校 坂出商業高等学校
五段 初段 四段 初段

神奈川県 東京都 香川県 香川県
県立武道館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ DreamWay屋島SC 坂出無心会SC

レディース
チャンピオン

（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

山口　悠夏 梅村　理宝 市古　玖留美 鎌谷　理嘉
全段級 大谷大学 大阪ウエディングブライダル専門学校

（１０級以上） 初段 三段 二段 初段
京都府 兵庫県 兵庫県 兵庫県

高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC 高砂武蔵SC

優　勝 準優勝

荒尾　梨乃 永井　五月 藤原　あず希 吉田　桜香
全段級 神戸女子大学 大商学園高等学校

（１０級以上） 三段 三段 初段 初段
兵庫県 神奈川県 兵庫県 大阪府

兵庫真成苑SC 県立武道館SC 兵庫真成苑SC 大阪蒼龍館SC

優　勝 準優勝

藤原　あず希 山口　悠夏 細川　智穂 高田　美雨
全段級 神戸女子大学 大谷大学 東海大学付属高輪台高等学校 津田中学校

（１０級以上） 楯小太刀　初段 楯小太刀　初段 楯小太刀　３級 楯小太刀　３級
兵庫県 京都府 東京都 大阪府

兵庫真成苑SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 枚方友心館SC

優　勝 準優勝

永井　五月 荒尾　莉乃 近藤　紗笑 吉田　桜香
全段級 京都先端科学大学 大商学園高等学校

（１０級以上） 楯長剣　三段 楯長剣　二段 楯長剣　１級 楯長剣　初段
神奈川県 兵庫県 兵庫県 大阪府

県立武道館SC 兵庫真成苑SC 神戸鈴蘭台SC 大阪蒼龍館SC

部外競技

長剣両手・楯小太刀・短槍・短刀・杖・楯短刀
三位

長槍・長巻・棒・楯長剣
三位

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

小太刀
三位

長剣フリー
三位

基本動作 部門
３位

【個人戦】　打突競技部門　『レディース』
永井　五月

楯長剣　三段
神奈川県

県立武道館SC


