
優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal ３位  Bronze medal ４位 4th
国別対抗 RUSSIA FRANCE 日本　JAPAN ＮＥＰＡＬ
団体戦 Khabirov Mikhail GIROT Alain 田村　勇樹 KRISHALA GMISING

Manshin Maksimikian BENOZENE ROMAIN 加藤　卓也 BIKEL ADHIKARI
Pomortsev Vladimir Loic Billiau 藤岡　秋介 KARAN NEPAL

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
国別対抗 日本　JAPAN RUSSIA KOREA POLAND
団体戦 野村　五月 Khabirov Mikahail Chung doo won Zuchowicz Roman

武井　綾音 Baurov Alexander Min Dae Kyeong Jerzykowski Krzysztof
藤谷　恭信 Ueyanov Alexander Jo Sung Gi Piotrkowicz Michal

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal ３位  Bronze medal ４位 4th
国別・クラブ対抗 千葉童心塾優士スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ FRANCE 枚方友心館スポチャンクラブ

団体戦 矢倉　士 松本　晋和 BILLIAU Loic 濵田　悠河
矢倉　史也 野村　五月 BENOZENE Romain 濵田　陸海
矢倉　匡 藤岡　秋介 GIROT Alain 濵田　風磨

近藤　寛徒 岸下　裕哉 奥田　克幸
（JAPAN） （JAPAN） （FRANCE） （JAPAN）

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
国別・クラブ対抗 阿波の禅板野スポチャンクラブ Dreamway屋島スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ

団体戦 尾田　浩江 川田　多美子 田村　勇樹 井川　啓貴
亀井　大志 岩本　空竜 桶作　公一 岸田　伊織
上田　太郎 髙杉　実奈美 藤井　汐海 岸田　紫門
（徳島県） （香川県） （神奈川県） （愛媛県）

【団体戦】 国別対抗戦 部門　World Campionship Team

基本動作　部門　Kihondousa

３位  Bronze medal

The World Sportschanbara Championship 2013

Komazawa Olympic park general sports ground Gymnasiom (Tokyo,JAPAN)  4th NOV.,2013
平成２５年１１月４日　駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）

３位  Bronze medal

第３９回　世界スポーツチャンバラ選手権大会

合戦　部門　Kassen

【団体戦】 国別・スポチャンクラブ対抗戦 部門　Country and Spochan-club Campionship Team

基本動作　部門　Kihondousa

打突競技　部門　Datotsu



優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
田邊　賢一 Oliver Drexler 鈴木　利和 藤谷　恭信

長剣フリー七段 長剣フリー五段 長剣フリー五段 長剣フリー四段
（神奈川県） （GERMANY） （愛知県） （岡山県）

横浜杉田スポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ

女子
チャンピオン

Woman
Champion

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
初段以上 野村　五月 KRTSHALA GHISING 浦川　公子 加川　愛美

1dan and over 早稲田大
小太刀三段 小太刀初段 小太刀三段 小太刀三段
（神奈川県） （NEPAL） （兵庫県） （東京都）

県立武道館スポチャンクラブ 高砂武蔵スポチャンクラブ
１級～１０級 山野　夏海 上野　文華 西尾　里美 高橋　和美

1-10kyu
小太刀２級 小太刀１級 小太刀３級 小太刀３級
（兵庫県） （大阪府） （愛知県） （新潟県）

神戸小部東ほっとスポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
初段以上 加川　愛美 綿引　真紀 ALIBERTI MIRYAM 大塚　末紗

1dan and over 國學院大
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

（東京都） （富山県） （ITALIA） （東京都）

１級～１０級 山本　華奈 伊藤　紗良 上野　文華 佐藤　実紅
1-10kyu 城東中 東雲小 久米田中 日本海聖高

長剣フリー１級 長剣フリー３級 長剣フリー２級 長剣フリー３級
（大阪府） （愛媛県） （大阪府） （新潟県）

大阪蒼龍館スポチャンクラブ 松山竹田スポチャンクラブ 大阪有朊館スポチャンクラブ

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
竹中　優生 綿引　真紀 岸　紫緒里 KRISHALA GHISING

桜丘中 横浜商科大学高
二刀１級 二刀初段 二刀１級 二刀初段
（大阪府） （富山県） （神奈川県） （NEPAL）

枚方友心館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

【個人戦】　マスター打突競技 部門　『オヤカタ』　Oyakata

二刀二段　Nito 2dan

長剣フリー　Choken-free

【個人戦】　女子部門　Woman

小太刀　Kodachi

３位  Bronze medal

３位  Bronze medal

長剣フリー　Choken-free

二刀　Nito

早稲田大　Waseda University

３位  Bronze medal

県立武道館スポチャンクラブ　Kenritsubudoukan Spochan-club

野村　五月　Satsuki Nomura
女子チャンピオン Woman Champion 挑戦者 Challenger

加川　愛美

二刀二段　Nito 2dan
（神奈川県）　Kanagawa,JAPAN （東京都）　Tokyo,JAPAN

３位  Bronze medal



打突競技
グランドチャンピオン

Datotsu
Grand Champion

小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Campion
(Grand Campion
tournament berth）

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
三段以上 GIROT Alain MANSHIN MAKSIMILIAN 菅田　勝治 松本　晋和

3dan and over
小太刀五段 小太刀三段 小太刀五段 小太刀三段
（FRANCE） （RUSSIA） （新潟県） （神奈川県）

県立武道館スポチャンクラブ
二段 弘田　翼 近藤　瑛太郎 安西　惇 Min Dae Kyeong
2dan 帝塚山学院大

小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段 小太刀二段
（大阪府） （新潟県） （神奈川県） （KOREA）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ

初段 原科　太一 谷本　一法 窪田　椋介 上野　誠大
1dan 大田原高 保土ヶ谷中

小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（栃木県） （新潟県） （神奈川県） （大阪府）

夢翔館大田原スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 大阪有朊館スポチャンクラブ
１級・２級 齋藤　翔麻 植田　龍弥 野澤　瑠南 菊澤　直樹

1-2kyu 栃尾高 岩岡中 三保小
小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級 小太刀２級
（新潟県） （兵庫県） （栃木県） （神奈川県）

兵庫真成苑スポチャンクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
３級・４級 鎌田　涼雅 竹末　琉生 稲田　琳

3-4kyu 福栄中 押部谷中 刈谷田中
小太刀３級 小太刀３級 小太刀４級
（千葉県） （兵庫県） （新潟県）

童心塾スポチャンクラブちば 兵庫真成苑スポチャンクラブ
５級・６級 BIKEL ADHIKARI 山村　恵翔 KARAN NEPAL 寺井　健悟

5-6kyu 段上西小 神田小
小太刀５級 小太刀６級 小太刀５級 小太刀５級
（NEPAL） （兵庫県） （NEPAL） （新潟県）

７級・８級 新城　大翔 西川　遼 小林　俊稀 長浜　恵太郎
7-8kyu 壬生小 千手小 若松小 西田地方小

小太刀８級 小太刀７級 小太刀７級 小太刀７級
（栃木県） （新潟県） （千葉県） （富山県）

栃木夢翔館スポチャンクラブ 千葉若葉スポチャンクラブ
９級・１０級 新井　優輝 新井　泰輝 小坂　専菜 西川　蒼空

9-10kyu 早稲田小 早稲田小 第一亀戸小 光が丘小
小太刀９級 小太刀９級 小太刀９級 小太刀９級
（埼玉県） （埼玉県） （東京都） （神奈川県）

埼玉三郷スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ 相模原　磯スポチャンクラブ

小太刀初段　Kodachi 1dan

原科　太一　Taichi Harashina
大田原高　Ohtawara High School

【個人戦】　打突競技 部門

（栃木県）　Tochigi,JAPAN
夢翔館大田原スポチャンクラブ Mushokan Ohtawara Spochan-club

　打突　部内（小太刀、長剣フリー、二刀）種目　Datotsu BUNAI-Syumoku (Kodachi,Choken-free,Nito)

３位  Bronze medal

小太刀　Kodachi

坂出無心会スポチャンクラブ Sakaide Bushin-kai Spochanclub

挑戦者 Challenger
岩田　晃和　Akikazu Iwata アラン　ジロー　GIROT Alain

善通寺第一高 Zentsuji-Daiichi High School
二刀二段　Nito 2dan

グランドチャンピオン Grand Champion

二刀五段　Nito 5dan
（香川県）　Kagawa,JAPAN （フランス）　FRANCE



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Campion

(Grand Campion
tournament berth）

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
三段以上 金田　寿正 竹内　義直 岸下　裕哉 吉村　明倫

3dan and over 青山学院大 帝京大
長剣フリー三段 長剣フリー三段 長剣フリー三段 長剣フリー三段

（愛知県） （北海道） （神奈川県） （千葉県）
護心館渋谷スポチャンクラブ 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

二段 永井　将史 佐藤　清志 浦川　渚人 内山　和哉
2dan 甲南大 新潟大

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） （新潟県） （兵庫県） （新潟県）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 高砂武蔵スポチャンクラブ
初段 小山　雅史 諏訪　匠 濵田　風麿 米村　拓真
1dan 国士舘大 明治大 大谷大 三郷栄中

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
（東京都） （東京都） （大阪府） 埼玉県
楓剣会 碧剣会 枚方友心館スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ

１級・２級 Michaｌ　Piotrkoeicz 竹田　圭祐 前野　匠哉 Demidov Nikita
1-2kyu 維新中 不破高

長剣フリー１級 長剣フリー２級 長剣フリー１級 長剣フリー１級
（POLAND） （愛媛県） （岐阜県） （RUSSIA）

松山竹田スポチャンクラブ 岐阜不破魂スポチャンクラブ
３級・４級 畑中　惟吹 岡村　光起 石川　大雅 飯利　浩人

3-4kyu 倉治小 宮内中 中営根小
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

（大阪府） （新潟県） （愛媛県） （新潟県）
枚方友心館スポチャンクラブ 新潟NSスポチャンクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ

５級・６級 金澤　瑚大朗 寺井　健悟 KARAN NEPAL 塚越　琉我
5-6kyu 海老江東小 神田小 浅間竪川小

長剣フリー６級 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級
（大阪府） （新潟県） （NEPAL） （東京都）

Yatoo!館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ
７級・８級 柳沢　大陸 豊野　礼士 高岡　敦士 赤堀　秀麿

7-8kyu 辻堂小 大杉第二小 奥田北小 片瀬小
長剣フリー８級 長剣フリー７級 長剣フリー７級 長剣フリー８級
（神奈川県） （東京都） （富山県） （神奈川県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ 武心館島田道場 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

９級・１０級 関谷　楓斗 佐藤　雄介 稲見　圭飛 川島　新琉
9-10kyu 塩沢小 入新井第一小 香取小 新和小

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） （東京都） （東京都） （埼玉県）

スポチャンつばさクラブ BSCスポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

３位  Bronze medal

長剣フリー　Choken-free
永井　将史　masashi Nagai

長剣フリー二段　Choken-free 2dan
（東京都）　Tokyo,JAPAN

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO Challenge-kan Spochanclub TOKYO



二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Campion
(Grand Campion
tournament berth）

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
二段以上 岩田　晃和 COURTOIS Jeremy Manshin　Maksimilian 中嶋　宏充

2dan and over 善通寺第一高
二刀二段 二刀四段 二刀三段 二刀二段
（香川県） （FRANCE） （RUSSIA） （神奈川県）

坂出無心会スポチャンクラブ よみまちスポチャンクラブ
初段 片山　諒 亀井　友志 大野　龍一 野澤　大喜
1dan 一般 徳島市立高校 保土ヶ谷高校 宇短附

二刀初段 二刀初段 二刀初段 二刀初段
（山口県） （徳島県） （神奈川県） （栃木県）

山口川上スポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 栃木夢翔館スポチャンクラブ
１級～２級 Michaｌ　Piotukowicz 上田　太郎 RUMIANTCEV　ANTON 大菊　隆成

1-2kyu 城東中 高知中央高
二刀１級 二刀１級 二刀１級 二刀１級

（POLAND） （徳島県） （RUSSIA） （高知県）
阿波の禅板野スポチャンクラブ 高知中央高校スポチャンクラブ

３級～１０級 藤本　宇敏 武智　由貴 MICHAL POLAK KOREN
3-10kyu 池上小 たちばな小

二刀３級 二刀３級 二刀５級 三級
（神奈川県） （愛媛県） （POLAND） （NEPAL）

県立武道館スポチャンクラブ 松山竹田スポチャンクラブ

３位  Bronze medal

二刀　Nito

坂出無心会スポチャンクラブ Sakaide Bushin-kai Spochanclub

善通寺第一高 Zentsuji-Daiichi High School
二刀二段　Nito 2dan

（香川県）　Kagawa,JAPAN

岩田　晃和　Akikazu Iwata



部外種目代表
（グラチャン戦出場）

(Grand Campion
tournament berth）

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal ３位  Bronze medal ４位 4th
初段以上 井川　啓貴 CETAIRE Arthur 松本　晋和 RINTO

川之江高
楯小太刀初段 楯小太刀三段 楯小太刀初段 楯小太刀初段

（愛媛県） （FRANCE） （神奈川県） （SINGAPORE）
仁武館愛媛スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

１級～１０級 矢倉　匡 遠藤　留唯 Baurov Alexander 堂山　愛莉紗
1-10kyu 桜丘小学校 岡本中

楯小太刀５級 楯小太刀１級 楯小太刀４級 楯小太刀６級
（千葉県） （神奈川県） （RUSSIA） （神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば スポチャンつばさクラブ スポチャンつばさクラブ

初段以上 GIROT Alain 岸下　裕哉 河村　直仁 小林　澄人
青山学院大

楯長剣五段 楯長剣初段 楯長剣三段 楯長剣初段
FRANCE （神奈川県） （愛媛県） （愛知県）

県立武道館スポチャンクラブ 仁武館愛媛スポチャンクラブ

初段以上 COURTOIS Jeremy Min Dae Kyeong 岩田　徹二 BILLIAU　Loic

長剣両手四段 長剣両手三段 長剣両手三段
（FRANCE） （KOREA） （愛知県） （FRANCE）

山崎　友章 BENOZENE ROMAIN MICHAL　POLAK 浅野　拓

短刀五段 短刀三段 短刀五級 短刀１級
（新潟県） （FRANCE） （POLAND） （東京都）

初段以上 川田　雄太郎 山口　優平 古川　昇 近藤　哲仁
徳島文理大
長槍二段 長槍三段 長槍三段 長槍五段
（香川県） （神奈川県） （滋賀県） （北海道）

Dreamway屋島スポチャンクラブ AUNK藤沢スポチャンクラブ 道心塾スポチャンクラブ

神谷　幸博 宮本　真也 東　憲一 赤堀　雅博
神奈川県立保健福祉大

短槍三段 短槍初段 短槍三段 短槍２級
（神奈川県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）

横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ

岩田　徹二 辻村　誠崇 MICHAL　PIOTRKOWICZ 長谷部　洋祐

棒二段 棒三段 杖四段
（愛知県） （大阪府） （POLAND） （神奈川県）

スマイルスポチャンクラブ

Dreamway屋島スポチャンクラブ　Dreamway Yashima Spochan-club

川田　雄太郎　Yutaro Kawata
徳島文理大　Tokushimabunri University

長槍二段　Cho-so 2dan
（香川県）　Kagawa,JAPAN

楯長剣五段　Tate-choken 5dan

長剣両手

アラン　ジロー　GIROT Alain

棒・杖

楯小太刀

打突　部外（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、長槍、短槍、棒・杖）種目
Datotsu BUGAI-Syumoku (Tate-kodachi,Tate-Choken,Choken-morote,Tanto,Cho-so,Tan-so,Bo,Jo)

（フランス）　FRANCE

短槍

長槍

楯長剣

短刀



基本動作
グランドチャンピオン

Kihondousa
Grand Champion

優勝 Gold medal 準優勝  Silver medal
三段以上 川田　多美子 藤谷　恭信 野村　五月 田村　勇樹

3dan and over 早稲田大学 日本大学
小太刀四段 長剣両手五段 三段 四段
（香川県） （岡山県） （神奈川県） （神奈川県）

Dreamway屋島スポチャンクラブ TSKスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
二段 武井　綾音 片山　諒 川田　雄太郎 柴田　智弘
2dan 国分高 徳島文理大

小太刀二段 小太刀二段 二段 二段
（千葉県） （山口県） （香川県） （愛知県）

童心塾スポチャンクラブちば 山口川上スポチャンクラブ Dreamway屋島スポチャンクラブ

初段 吉村　美穂 髙杉　建太朗 内田　康仁 藤田　英之
1dan 美鈴が丘高 屋島中 静岡大 京華高

小太刀初段 棒初段 初段 初段
（千葉県） （香川県） （神奈川県） （千葉県）

童心塾スポチャンクラブちば Dreamway屋島スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば
１級・２級 岩本　空竜 和田　いくな 喜多谷　知子 竹中　優生

1-2kyu 屋島小 南稜中 沖洲小 桜丘中
棒２級 小太刀１級 １級 １級

（香川県） （愛知県） （徳島県） （大阪府）
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 枚方友心館スポチャンクラブ

３級・４級 髙杉　実奈美 吉田　翔 畑中　惟吹 黒川　慎平
3-4kyu 屋島小 福島小 倉治小 桜丘北小

棒４級 小太刀４級 ３級 ４級
（香川県） （徳島県） （大阪府） （大阪府）

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 枚方友心館スポチャンクラブ 枚方友心館スポチャンクラブ
５級・６級 雪吉　伶司 KRISHALA GHISING 山村　恵翔 伊藤　寛記

5-6kyu 国府小 段上西小 桜の宮小
小太刀５級 小太刀５級 ６級 ６級
（岡山県） （NEPAL） （兵庫県） （兵庫県）

TSKスポチャンクラブ 師承館スポチャンクラブ
７級・８級 竹内　妃那 桐生　朊哉 喜多谷　彩葉 高岡　敦士

7-8kyu 西小 新井小 沖洲小 奥田北小
小太刀７級 小太刀７級 ７級 ７級
（神奈川県） （千葉県） （徳島県） （富山県）

スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 阿波の禅板野スポチャンクラブ

９級・１０級 飯利　愛美 矢野　碧 古牧　涼 細川　智穂
9-10kyu 神田小 西光寺保育園 由比小 高井戸第四小

小太刀９級 長剣両手１０級 ９級 １０級
（新潟県） （香川県） （静岡県） （東京都）

Dreamway屋島スポチャンクラブ 由比スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

川田　多美子　Tamiko kawada

（香川県）　Kagawa,JAPAN
Dreamway屋島スポチャンクラブ　Dreamway Yashima Spochan-club

小太刀四段　Kodachi 4dan

挑戦者 Challengerグランドチャンピオン Grand Champion

３位  Bronze medal

吉村　美穂　Miho Yoshimura
美鈴が丘高校 Misuzugaoka High School

小太刀初段　Kodachi 1dan
（千葉県）　Chiba,JAPAN

童心塾スポチャンクラブちば Doshinjuku Spochan-club CHIBA

【個人戦】　基本動作 部門  Kihondousa


