
平成２４年１１月４日　国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
９級・１０級 細川　智穂 飯利　颯太 鈴木　優一 柳沢　大陸

9-10kyu 大宮前保育園 神田小 鷺沼小 辻堂小
基本動作１０級 基本動作９級 基本動作９級 基本動作９級

（東京都） （新潟県） （千葉県） （神奈川県）
挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 童心塾スポチャンクラブちば 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

７級・８級 吉田　美羽 高岡　敦士 和田　奈々 吉田　桜香
7-8kyu 福島小 奥田北小 植田小 桜塚小

基本動作７級 基本動作７級 基本動作７級 基本動作８級
（徳島県） （富山県） （愛知県） （大阪府）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

５級・６級 髙杉　実奈美 伊藤　寛記 東郷　優芽香 高松　未来
5-6kyu 屋島小 桜の宮小 村岡小 藤ノ木小

基本動作５級 基本動作６級 基本動作６級 基本動作５級
（香川県） （兵庫県） （神奈川県） （富山県）

DreamWay屋島スポチャンクラブ 師承館スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

３級・４級 雪吉　莉来 岩本　空竜 木村　悠 竹田　圭佐
3-4kyu 国府小 屋島小 横浜南陵高 たちばな小

基本動作４級 基本動作３級 基本動作３級 基本動作３級
（岡山県） （香川県） （神奈川県） （愛媛小）

TSKスポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ
１級・２級 竹中　優生 亀井　大志 菊澤　直樹 佐々木　晟人

1-2kyu 桜岡中 鳴門第二中 三保小 塚口中
基本動作２級 基本動作１級 基本動作１級 基本動作１級

（大阪府） （徳島県） （神奈川県） （兵庫県）
阿波の禅大和道場スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

初段 八重樫　麻紀 南雲　大吾 白井　涼 佐藤　龍吾
1dan 伊勢崎商業高 日体荏原高 長岡商業高

基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段
（千葉県） （群馬県） （神奈川県） （新潟県）

童心塾スポチャンクラブちば スマイルスポチャンクラブ
二段 野村　五月 藤岡　秋介 永井　将史 井川　啓貴
2dan 早稲田大 國學院大 川之江高

基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段 基本動作二段
（神奈川県） （神奈川県） （東京都） （愛媛県）

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

三段以上 藤谷　恭信 川田　多美子 尾田　浩江 外山　隆一
3dan and over

基本動作五段 基本動作七段 基本動作三段 基本動作三段
（岡山県） （香川県） （徳島県） （神奈川県）

TSKスポチャンクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ 川崎岡上スポチャンクラブ
基本動作 藤谷　恭信 雪吉　莉来

グランドチャンピオン

Kihondousa 基本動作五段 基本動作４級
Grand Champion （岡山県） （岡山県）

TSKスポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ

３位　Bronze medal

第３８回　世界スポーツチャンバラ選手権大会

【個人戦】　基本動作 部門　Kihondousa

The WORLD SPOCHAN CHAMPIONSHIP in TOKYO

National Olympics Memorial Youth Center (Tokyo,JAPAN) 4th NOV., 2012
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優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
９級・１０級 高須　結大 宮崎　元汰 宮之前　琉花 金澤　音々

9-10kyu 西枇杷島小 新井小 山王台小 海老江東小
小太刀９級 小太刀９級 小太刀１０級 小太刀１０級
（愛知県） （千葉県） （神奈川県） （大阪府）

童心塾スポチャンクラブちば 山王台スポチャンクラブ Yatoo!館スポチャンクラブ

７級・８級 山村　恵翔 金澤　瑚大朗 塚越　琉我 豊野　礼士
7-8kyu 段上西小 海老江東小 せんげんたてかわ小 大杉第二小

小太刀７級 小太刀８級 小太刀７級 小太刀８級
（兵庫県） （大阪府） （東京都） （東京都）

Yatoo!館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ 武心館島田道場

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
５級・６級 樋口　諒大 岸田　紫門 MALGORZATA SZCZEPANSKA 稲田　琳

5-6kyu 小千谷中 妻鳥小 栃尾東小
小太刀６級 小太刀５級 小太刀６級
（新潟県） （愛媛県） (POLAND) （新潟県）

３級・４級 荒尾　梨乃 山野　夏海 鎌田　涼雅 今野　雄二郎
3-4kyu 岩岡中 鴨台中 福栄中 成瀬中

小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級
（兵庫県） （兵庫県） （千葉県） （東京都）

神戸小部東ほっとスポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば まちだスポチャンクラブ
１級・２級 佐々木　晟人 米村　拓真 KRZYSZTOF KRYWKO 渡瀬　健太郎

1-2kyu 塚口中 栄中 湘南台中
小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級
（兵庫県） （埼玉県） (POLAND) （神奈川県）

生麦スポチャンクラブ DreamWay湘南スポチャンクラブ

初段 矢倉　士 近藤　瑛太郎 新川　大輝 白井　涼
1dan 大阪青稜高 国士舘大 日体荏原高

小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（大阪府） （新潟県） （東京都） （神奈川県）

スマイルスポチャンクラブ
二段 村上　岳央 BARYSHNIKOV　MIKHAIL 矢吹　太 浦井　翔平
2dan 東京大 甲子園大

小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段
（東京都） (RUSSIA) （栃木県） （大阪府）

三段以上 田水　秀典 松本　晋和 山崎　友章 加藤　靖久
3dan and over

小太刀六段 小太刀三段 小太刀五段 小太刀三段
（広島県） （神奈川県） （新潟県） （東京都）

広島大和スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ ヤマザキスポチャンクラブ

３位　Bronze medal

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

小太刀　Kodachi

３位　Bronze medal

準優勝（決勝戦で時間切れ引き分け） ３位　Bronze medal



平成２４年１１月４日　国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

第３８回　世界スポーツチャンバラ選手権大会
The WORLD SPOCHAN CHAMPIONSHIP in TOKYO

National Olympics Memorial Youth Center (Tokyo,JAPAN) 4th NOV., 2012

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
９級・１０級 西川　遼 飯利　颯太 関谷　楓斗 多田　朱里

9-10kyu 千手小 神田小 塩沢小 別所小
長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー１０級

（新潟県） （新潟県） （新潟県） （兵庫県）

７級・８級 金澤　瑚大朗 浅石　高志 長谷川　進 長浜　恵太郎
7-8kyu 海老江東小 福島小 孔舎衙小 西田地方小

長剣フリー８級 長剣フリー７級 長剣フリー８級 長剣フリー８級
（大阪府） （徳島県） （大阪府） （富山県）

Yatoo!館スポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

５級・６級 大島　陸生 村上　楓 三國　成永 赤堀　優斗
5-6kyu 東北中 縄手小 新和小 片瀬小

長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー６級
（新潟県） （大阪府） （埼玉県） （神奈川県）

埼玉三郷スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

３級・４級 市古　憲一郎 荒尾　梨乃 亀井　大祐 丸岡　拓哉
3-4kyu 岩岡中 岩岡中 立石中

長剣フリー４級 長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級
（兵庫県） （兵庫県） （東京都） （東京都）

まちだスポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

１級・２級 野澤　大喜 瀬口　隼哉 内田　光彦 伊藤　義喜
1-2kyu 横川中 沓掛中 わせがく高 桜の宮中

長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級
（栃木県） （愛知県） （埼玉県） （兵庫県）

わせがく高等学校スポチャンクラブ 師承館スポチャンクラブ
初段 濵田　陸海 原科　太一 疋田　晴彦 宮崎　愛聖
1dan 大阪産業大学附属高 大田原高 大谷高 播磨西高

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
（大阪府） （栃木県） （奈良県） （兵庫県）

一心塾三郷スポチャンクラブ
二段 永井　将史 藤森　正啓 BARYSHNIKOV　MIKHAIL 伊藤　真樹男
2dan 東洋大

長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段 長剣フリー二段
（東京都） （長野県） (RUSSIA) （埼玉県）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO マルヤス機械スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ
三段以上 田村　勇樹 川田　雄太郎 磯上　裕宜 菅田　勝治

3dan and over 日本大 徳島文理大 神戸学院大
長剣フリー四段 長剣フリー三段 長剣フリー三段 長剣フリー三段

（神奈川県） （香川県） （兵庫県） （新潟県）
スポチャンつばさクラブ DreamWay屋島スポチャンクラブ

長剣フリー　Choken-free

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

３位　Bronze medal
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優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
５級～１０級 田中　健太 郡家　正浩 広芳　寛治 大崎　主貴

5-10kyu 豊中第六中 日吉台中 大栄中 内郷第二中
二刀５級 二刀５級 二刀５級 二刀６級
（大阪府） （神奈川県） （鳥取県） （福島県）

Yatoo!館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 鳥取北栄スポチャンクラブ
１級～４級 亀井　大志 SISAKYAN VLADISLAV JERZYKOWSKI 瀬口　隼哉

1-4kyu 鳴門第二中
二刀１級 二刀３級 二刀４級 二刀１級
（徳島県） (RUSSIA) (POLAND) （愛知県）

阿波の禅大和道場スポチャンクラブ

初段 矢倉　士 小山　雅史 疋田　晴彦 加藤　卓也
1dan 大阪青凌高 国士館大 大谷高 明治大

二刀初段 二刀初段 二刀初段 二刀初段
（大阪府） （東京都） （奈良県） （東京都）

一心塾三郷スポチャンクラブ
二段以上 竹内　義直 MANSHIN MAKSIMILIAN 沖牟田　浩之 舛澤　尚人

2dan and over 札幌大
二刀二段 二刀二段 二刀二段 二刀三段
（北海道） (RUSSIA) （愛知県） （北海道）

１級～１０級 渡瀬　健太郎 安田　美桜 篠原　涼 BAUROV ALEX
1-10kyu 湘南台中 秦野曽屋高 末広中

楯小太刀１級 楯小太刀１級 楯小太刀１級 楯小太刀４級
（神奈川県） （神奈川県） （千葉県） (RUSSIA)

DreamWay湘南スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
初段以上 BARYSHNIKOV　MIKHAIL 松本　晋和 田村　勇樹 ROMAN ZUCHOWICZ

1dan and over 日本大
楯小太刀二段 楯小太刀初段 楯小太刀四段

(RUSSIA) （神奈川県） （神奈川県） (POLAND)
県立武道館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

１級～１０級 五島　優 馬淵　翔 POMORTSEV VLADIMIR ROMAN ZUCHOWICZ
1-10kyu 横浜商科大 法政大学第二高

楯長剣２級 楯長剣１級
（神奈川県） （神奈川県） (RUSSIA) (POLAND)

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ
初段以上 岸下　裕哉 藤田　英之 東　憲一 菅井　大輔

1dan and over 青山学院大 南行徳中
楯長剣二段 楯長剣初段 楯長剣四段 楯長剣初段
（神奈川県） （千葉県） （神奈川県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば スポチャンつばさクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

MANSHIN MAKSIMILIAN 篭田　彰宏 MICHAL PIOTRKOWICZ BAKHANETS VLADIMIR

長剣両手二段 長剣両手三段 長剣両手二段
(RUSSIA) （奈良県） (POLAND) (RUSSIA)

一心塾三郷スポチャンクラブ

山崎　友章 KHABIROV MIKHAIL 葉栗　翔 田中　克典

短刀五段 短刀初段 短刀初段
（新潟県） (RUSSIA) （神奈川県） （大阪府）

横浜杉田スポチャンクラブ

３位　Bronze medal

楯小太刀　Tate-kodachi

楯長剣　Tate-choken

長剣両手　Choken-morote

短刀　Tanto

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

二刀　Nito
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優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
川田　雄太郎 倉橋　崇 山口　優平 谷山　師俊

徳島文理大
長槍二段 長槍六段 長槍三段 長槍初段
（香川県） （東京都） （神奈川県） （愛知県）

DreamWay屋島スポチャンクラブ 護心館渋谷スポチャンクラブ AUNK藤沢スポチャンクラブ

吉本　和明 森　英雄 神谷　幸博 木村　悠
横浜南陵高

短槍二段 短槍初段 短槍三段 短槍２級
（神奈川県） （東京都） （神奈川県） （神奈川県）

スポチャンつばさクラブ 護心館渋谷スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

西島　大地 林　光一 長谷部　洋祐 熊谷　英敏
玉川大
棒初段 棒五段 杖四段 棒初段

（神奈川県） （大阪府） （神奈川県） （愛知県）
藤沢本町スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

打突競技 田村　勇樹 MANSHIN MAKSIMILIAN
グランドチャンピオン 日本大

Datotsu 楯小太刀四段 二刀二段
Grand Champion （神奈川県） (RUSSIA)

スポチャンつばさクラブ

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
国別対抗 日本 ロシア ニューカレドニア 韓国
団体戦 JAPAN RUSSIA NEW CALEDONIA KOREA

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
国別対抗 日本 ロシア ポーランド ニューカレドニア
団体戦 JAPAN RUSSIA POLAND NEW CALEDONIA

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
クラブ対抗 TSKスポチャンクラブ 阿波の禅大和道場スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

団体戦 雪吉　伶司 亀井　大志 中島　麻里亜 菅井　大輔
雪吉　莉来 上田　太郎 菊澤　直樹 葉栗　翔
藤谷　初栄 尾田　浩江 藤井　汐海 宮本　真也
（岡山県） （徳島県） （神奈川県） （神奈川県）

優勝　Gold medal 準優勝　Silver medal
クラブ対抗 県立武道館スポチャンクラブ 菅田地区センタースポチャンクラブ 武心館島田道場 童心塾スポチャンクラブちば

団体戦 松本　晋和 内野　健司 佐々木　裕太 和田　義浩
西本　理央 西村　龍基 柴田　敬史 鎌田　涼雅
五島　優 堀　慎一郎 染谷　沙織 武井　裕哉
馬淵　翔 伊織　奨悟 武井　綾音

（神奈川県） （神奈川県） （東京都） （千葉県）

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

棒・杖　Bou/Jo

基本動作　部門　Kihondousa

打突競技　部門　Datotsu

長槍　Cho-so

合戦競技　部門　Kassen

３位　Bronze medal

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

【団体戦】 スポチャンクラブ対抗戦 部門　Spochan-Club team match

短槍　Tan-so

【団体戦】 国別対抗戦 部門　World Championship Team


