
優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＪＡＰＡＮ ＦＲＡＮＣＥ ＩＴＡＬＹ ＢＥＬＡＲＵS
国別対抗 渡邊 健斗 ARTHUR CETAIRE FRANCESCO SERRONE MIKITA SASLOUSKI
団体戦 小太刀　初段 小太刀　三段 小太刀　二段 小太刀　５級

National-team 原科 太一 BASTIEN RICOUARD GIOVANNI CAFARO VALIANTSIN KHRAPAVITSKI

Competition 長剣フリー 二段 長剣フリー 三段 長剣フリー 二段 長剣フリー ４級

藤岡 秋介 ROMAIN BENOZENE FRANCESCO ARPINO ANTON KRASOUSKI
二刀 二段 二刀 三段 二刀 二段 二刀 ３級

ＪＡＰＡＮ ＢＥＬＡＲＵS ＣＨＩＮＡ ＦＲＡＮＣＥ
国別対抗 森 こず江 VIKTORYIA SHAMOVICH HUANG PING AN CELINE LESCUYER
団体戦 小太刀 初段 小太刀　４級 小太刀　初段 小太刀　５段

National-team 荒尾　梨乃 MARYIA TATARYNAVA LIN ZI WEI AURELIA GAUTHIER
Competition 長剣フリー 初段 長剣フリー ８級 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

竹中 優生 SOPHIA DUBCHYNSKAYA LIN XIMIAO MAGDA BADIR
二刀 初段 二刀 ４級 二刀 初段 二刀 二段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＪＡＰＡＮ ＩＴＡＬＹ ＲＵＳＳＩＡ ＥＧＹＰＴ
国別対抗 髙杉 実奈美 SARA DI NICOLA KSENIA BARYSHNIKOVA ABDELRAHMAN ABDELGABBAR

団体戦 棒　初段 棒 三段 小太刀 初段 小太刀 二段

National-team 吉村 美穂 MIRYAM ALIBERTI EKATERINA AFANASYEVA ALI ZEID
Competition 小太刀 二段 長巻 四段 長剣両手 初段 小太刀 六段

永井 五月 ANNACHIARA CONTESIMO SOFIA ULIANOVA OMAR HASSAN
長巻 三段 二刀 二段 小太刀 初段 小太刀 三段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

枚方友心館SC 文京SC 栃木夢翔館SC 奈良三郷SC
奥田 克幸 小山　雅史 野澤 大喜 篭田 彰宏

クラブ対抗 小太刀 三段 長剣フリー　三段 長剣フリー 二段 長剣フリー 五段

団体戦 原田 優作 楠田 渓 野澤 瑠南 田中　力
Club-team 長剣フリー 二段 小太刀 三段 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

Competition 今井　祥貴 大平 峻也 櫻井 貴史 杉本　亘生
長剣フリー 初段 小太刀 初段 長剣フリー 初段 小太刀 初段

疋田 真人 伊藤 和規 三木　郁弥
小太刀 初段 長剣フリー　初段 小太刀 １級

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

阿波の禅板野SC スポチャンつばさクラブ 枚方友心館SC 大阪蒼龍館SC
クラブ対抗 尾田 浩江 田村 江見子 竹中 優生 木岡 夢結

団体戦 小太刀 四段 楯短刀 五段 小太刀 二段 小太刀 三段

Club-team 亀井 大志 桶作 公一 辻 陽太 山本 華奈
Competition 小太刀 二段 楯短刀 四段 小太刀 二段 小太刀 二段

上田 太郎 柳瀬 幸子 疋田 真人 山本 華澄
小太刀 初段 楯短刀 三段 小太刀 初段 小太刀 二段

第４３回　スポーツチャンバラ世界選手権大会

４３rd The World SportSChanbara Championship

平成３０年１２月９日　　於：武蔵の森総合スポーツプラザ（東京都）

Musashinomori general sports PLAZA (Tokyo,Japan)  9-Dec-2018

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

打突競技　部門（男子）　Datotsu（MAN）

３位　Bronze medal

打突競技　部門（女子）　Datotsu（WOMAN）

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal

【団体戦】　スポチャンクラブ対抗戦 部門 Spochan-club Championship Team

打突競技　部門　Datotsu

３位　Bronze medal

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal



打突競技
グランドチャンピオン

Datotsu
Grand Champion

基本動作
グランドチャンピオン

Kihondousa
Grand Champion

オヤカタ代表
（グラチャン戦出場）

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ALAIN GIROT 多田 悟 田邊 賢一
三段以上 二刀 五段 二刀 五段 長槍 七段

3dan and over ＦＲＡＮＣＥ 神奈川 神奈川
県立武道館SC 横浜馬車道SC

女子代表
（グラチャン戦出場）

(Grand Champion
tournament berth)

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

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

原科 太一  Taichi Harashina 市古 憲一郎　Kenichiro　Ichiko
横浜国立大学  Yokohama National-University 関西外国語大学　 Kansai Gaidai-University

二刀 三段  Nito ３dan 長剣フリー 二段　Choken-free 2dan

栃木県  Tochigi JAPAN 兵庫県  Hyogo JAPAN

文京SC　BUNKYO-Spochanclub 兵庫真成苑SC  HYOGOSHINSEIEN-Spochanclub

【個人戦】　基本動作 部門　Kihondousa

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

永井 五月  Satsuki Nagai 吉村 美穂　Miho Yoshimura
ヴィーナスアカデミー  VenusAcademy

基本動作 四段  Kihondousa 4dan 基本動作 二段　Kihonndousa 2dan

神奈川県　 Kanagawa JAPAN 千葉県  Chiba　JAPAN

県立武道館SC KENRITSUBUDOKAN-Spochanclub

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Oyakata

オヤカタチャンピオン　Oyakata Champion

アラン・ジロー　ALAIN GIROT
二刀 五段　Nito 5dan

フランス　FRANCE

得物自由　Emono-free

３位　Bronze medal

【個人戦】　レディース打突競技 部門 Lady’ｓ

女子チャンピオン　Lady's Champion 挑戦者　Challenger

和田 奈々　Nana Wada アーシア・アントヌッチ　ASJA ANTONUCCI
豊橋商業高校  Toyohashi Commercial-Highschool

長剣フリー 初段  Choken-free 1dan 長剣両手 初段　Choken-ryote 1dan
愛知県  Aichi JAPAN イタリア　ＩＴＡＬＹ

愛知童夢殿SC  AICHIDOMUDEN-Spochanclub



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岸下 裕哉 JEREMY COURTOIS 奥田 克幸 磯上 裕宜
三段以上

3dan and over 三段 四段 三段 四段
愛知県 ＦＲＡＮＣＥ 大阪府 兵庫県

名古屋童夢殿SC 枚方友心館SC 兵庫真成苑SC

西川 慧 CHRISTIAN CAPPUCCIO 福島 誠次 HOULEY JULIEN
二段
2dan 二段 二段 二段 二段

東京都 ＩＴＡＬＹ 兵庫県 ＦＲＡＮＣＥ
高砂武蔵SC

湊 拓馬 神崎 黎 西原 崇太 四谷 宗一郎
初段 國學院大學 横浜国立大学 国士舘大学 東大阪大学柏原高校
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 神奈川県 東京都 大阪府
國學院武刀会SC 横国翔剣会SC 国士舘楓剣会SC 東大阪大学柏原高校SC

大田原 嶺 小田林 裕大 山田 諒 YVES SCHULTKE
１級・２級 國學院大學 宇都宮短期大学附属高校 早稲田大学
1-2kyu １級 ２級 １級 １級

東京都 栃木県 東京都 ＧＥＲＭＡＮＹ
國學院武刀会SC 宇都宮短期大学附属高校SC 早稲田剣隼会SC

高岡 敦士 MIKITA SASLOUSKI 金澤 彩々 豊野 湧士
３級・４級 奥田中学校 海老江東小学校 大杉第二小学校
3-4kyu ３級 ４級 ４級 ４級

富山県 ＢＥＬＡＲＵS 大阪府 東京都
藤ノ木SC 大阪臥龍塾SC 武心館島田道場SC

ANDRIYANOV ALEXEY 安田 陽翔 西川 美羽 BALANICA ANDREI
５級・６級 邑久中学校 光が丘小学校
5-6kyu ６級 ５級 ６級 ５級

ＲＵＳＳＩＡ 岡山県 神奈川県 ＲOＭＡＮＩＡ
ＴＳＫSC 相模原磯SC

AHMED MOHAMMED SHAMSUDDIN 磯 芽依 KIRYL STRALTSOU 渡邉 理仁
７級・８級 大山小学校 中山小学校
7-8kyu ７級 ７級 ７級 ８級

ＩＮＤＩＡ 栃木県 ＢＥＬＡＲＵS 神奈川県
夢翔館大田原SC 県立武道館SC

藪内 律喜 照井 璃 ELIZA TAMANG 恩田 友
９級・１０級 米田西小学校 天満小学校 新租小学校
9-10kyu １０級 １０級 ９級 ９級

兵庫県 兵庫県 ＮＥＰＡＬ 新潟県
高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC 新潟錬成館SC

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

小太刀　Kodachi

西川 慧　Satoru　Nishikawa

小太刀 二段　Kodachi 2dan

東京都　Tokyo JAPAN

３位　Bronze medal



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

市古 憲一郎 LOIC BILLIAU LEUX FLORIAN 藤田 英之
二段以上 関西外国語大学 成蹊大学

2dan and over  二段 三段 二段 二段
兵庫県 ＦＲＡＮＣＥ ＦＲＡＮＣＥ 東京都

兵庫真成苑SC

前田 進太朗 岩田 紘典 沼上 耀一郎 山口 航太
初段 北海道大学 善通寺第一高校 明治大学
1dan 初段 初段 初段 初段

北海道 香川県 東京都 愛媛県
北大翠剣会SC 坂出無心会SC 明治碧会SC 仁武館愛媛SC

長谷川 大樹 櫻井 慶悟 中島 遥輝 西園寺 隆
１級・２級 宇都宮短期大学付属高校 北海道大学 不破高校 早稲田大学
1-2kyu ２級 １級 １級 ２級

栃木県 北海道 岐阜県 東京都
宇都宮短期大学付属高校SC 北大翠剣会SC 岐阜不破魂SC 早稲田剣隼会SC

ANTON KRASOUSKI 白髭 磨拓 鈴木 優一 細川　智穂
３級・４級 小部中学校 第六中学校（習志野市） 高井戸第四小学校
3-4kyu ４級 ４級 ３級 ４級

ＢＥＬＡＲＵＳ 兵庫県 千葉県 東京都
神戸小部東ほっとSC 蓮心SC 挑錬侍館SCTOKYO

FODAY ANDREI 黒川 桂吾 DUANGSAWANG SIRAWISH THANK 西川 遼
５級・６級 桜丘北小学校 南中学校（長岡市）
5-6kyu ５級 ５級 ５級 ５級

ＲＯＭＡＮＩＡ 大阪府 ＴＨＡＩＬＡＮＤ 新潟県
枚方友心館SC

新藤 大也 安田　真央 福島 昌人 森 蓮斗
７級～１０級 勿来第三小学校 邑久小学校 新林小学校 金子小学校

7-10kyu ８級 ７級 ７級 ７級
福島県 岡山県 神奈川県 埼玉県

ＴＳＫSC 藤沢青少年会館SC 拓心館武蔵会SC

長剣フリー　Choken-free

市古 憲一郎　Kenichiro　Ichiko
関西外国語大学　Kansai Gaidai-University

長剣フリー 二段　Choken-free 2dan

兵庫県 Hyogo JAPAN

兵庫真成苑SC HYOGOSHINSEIEN-Spochanclub

３位　Bronze medal



二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Champion
(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

原科 太一 FRANCOIS DADAT 舩越 晋 藤岡 秋介
二段以上 横浜国立大学 東京大学

2dan and over 三段 三段 二段 二段
栃木県 ＦＲＡＮＣＥ 東京都 大阪府
文京SC 東京大学颯剣会SC 大阪蒼龍館SC

金澤 瑚大朗 今井 祥貴 大平 峻也 近藤 寛徒
初段 大阪教育大学附属高校天王寺

1dan 初段 初段 初段 初段
大阪府 大阪府 東京都 大阪府

大阪臥龍塾SC 枚方友心館SC 文京SC 蓮心SC

関根 太一 田中 雄太 髙橋　佳維 TIBOR FIGEI
１級・２級 法政大学 立命館大学 国士舘大学
1-2kyu １級 １級 １級 １級

東京都 京都府 東京都 ＳＬＯＶＡＫＩＡ
ＨＯＳＥＩSC 国士舘楓剣会SC

遠矢 楓翔 羽根 愛喜 PETROVSKI DOMINIK AVRAM GEORGIAN
３～１０級 山田東小学校 甲西北中学校
3-10kyu ４級 ４級 ３級 ６級

大阪府 滋賀県 ＧＥＲＭＡＮＹ ＲOＭＡＮＩＡ
枚方友心館SC 滋賀健心塾SC

二刀　Nito

原科 太一  Taichi Harashina
横浜国立大学   Yokohama National-University

二刀 三段   Nito ３dan

栃木県  Tochigi JAPAN

文京SC　BUNKYO-Spochanclub

３位　Bronze medal



楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Tate-kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

CETAIRE ARTHUR 伊藤 和則 伊賀 健一 冨田 剛弘
初段以上 國學院大學

1dan and over 初段 初段 二段 初段
ＦＲＡＮＣＥ 東京都 大阪府 東京都

文京SC 大阪臥龍塾SC 國學院武刀会SC

櫻井 大輝 小田林 裕大 松田 嵩大 滝口 陽介
１級・２級 東大阪大学柏原高校 宇都宮短期大学付属高校 城北高校
1-2kyu １級 １級 １級 １級

大阪府 栃木県 神奈川県 神奈川県
東大阪大学柏原高校SC 宇都宮短期大学付属高校SC おだわら新玉SC 秦野紫電塾SC

古澤 拓実 久保 俊介 竹内 妃那 木岡 夢結
３級・４級 北橘中学校 岩田西小学校 西中学校（秦野市） 岩田西小学校
3-4kyu ３級 ４級 ３級 ４級

群馬県 大阪府 神奈川県 大阪府
上武SC 大阪蒼龍館SC 秦野秦撰組SC 大阪蒼龍館SC

木岡 義心 ARINEANU THEODORA LI HO WAI HOWARD 久保　結菜
５級・６級 岩田西小学校 川西小学校
5-6kyu ５級 ５級 ５級 ６級

大阪府 ＲＯＭＡＮＩＡ HONGKONG 大阪府
大阪蒼龍館SC 富翔館SC

小野　源司 理崎　陽冴 石本　優雅 竹内　颯良
７級・８級 成和小学校 末広小学校 米田小学校 十日町小学校
7-8kyu ８級 ７級 ８級 ７級

大阪府 神奈川 兵庫県 新潟県
東大阪攻誠館SC 秦野秦新撰組SC 高砂武蔵SC 新潟ＮＳSC

稲見　友音 室橋　拓実 竹内　あさひ 金子　優輝
９級・１０級 香取小学校 黒条小学校 十日町小学校 生浜西小学校
9-10kyu ９級 ９級 ９級 千葉県

神奈川県 新潟県 新潟県 １０級
ＢＳＣSC 新潟錬成館SC 新潟ＮＳSC 工藤護身道SC

打突　部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、長槍、短槍、棒、杖、長巻、楯短刀）
Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Tate-Tanto)

楯小太刀　Tate-kodachi

櫻井 大輝　Daiki Sakurai
東大阪大学柏原高校  HigashiosakaUniversity-Highschool

楯小太刀 １級  Tate-kodachi 1kyu

大阪府  Osaka JAPAN
東大阪大学柏原高校SC HIGASHIOSAKADAIGAKUKASIWARAKOHKO-Spochanclub

３位　Bronze medal



楯長剣
（グラチャン戦出場）

Tate-choken Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

永井　将史 FRANCESEO SERRONE 岩田　晃和 LEUX FLORIAN
二段以上 松山大学

2dan and over 三段 二段 二段 二段
東京都 ＩＴＡＬＹ 愛媛県 ＦＲＡＮＣＥ

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ
藤田　英之 金澤　虎大朗 竹内　義直 和田　士音

初段 成蹊大学 大阪教育大学附属高校天王寺 上宮高校
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 大阪府 北海道 大阪府
大阪臥龍塾SC 大阪臥龍塾SC

長谷川　大樹 栗山　大知 君島　海来 志垣　大将
１級・２級 宇都宮短期大学付属高校 明治大学 TRC学院大田原高校 國學院大學
1-2kyu １級 1級 1級 １級

栃木県 東京都 栃木県 東京都
宇都宮短期大学付属高校SC 明治碧剣会SC 夢翔館大田原SC 國學院武刀会SC

LUCA HAARDT 落合　早輝 鈴木　優一 小林　伍輝
３級・４級 北星学園大学附属高校 宇都宮短期大学付属高校

3-4kyu ３級 ４級 ４級 ３級
ＧＥＲＭＡＮＹ 北海道 千葉県 栃木県

どさんこSC 蓮心SC 宇都宮短期大学付属高校SC

竹中　彰良 宮津　聡 FODAY ANDREI 外間　實晃
５級～１０級 東北中学校 丸橋小学校 米田小学校

5-10kyu ２級 ５級 ５級 ５級
新潟県 兵庫県 ＲＯＭＡＮＩＡ 兵庫県

新潟ＮＳSC 兵庫刀流館SC 高砂武蔵SC

長剣両手
（グラチャン戦出場）

Choken-morote Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

武井　裕哉 弘田　翼 LAVORATA HEITOR 平岩　宏康
初段以上 国士舘大学

1dan and over 初段 二段 二段 二段
東京都 大阪府 ＦＲＡＮＣＥ 愛知県

国士館楓剣会SC 富翔館SC 名古屋武遊殿SC
野坂　爽 水上　太智 櫻井　慶悟 渡瀬　航大

１級・２級 立命館大学 国士舘大学 北海道大学 横浜国立大学
1-2kyu １級 １級 １級 ２級

滋賀県 東京都 北海道 神奈川県
国士館楓剣会SC 北大翠剣会SC 横国翔剣会SC

MURGOCIU SEBASTIAN 岡村　佳音 MICHAL SOLAR 星　尚陽登
３～１０級 新潟産業大学附属高校 宇都宮短期大学付属高校

3-10kyu ５級 ６級 １０級 ３級
ＲＯＭＡＮＩＡ 新潟県 ＣＺＥＣＨ ＲＥＴＵＢＬＩＣ 栃木県

新潟ＮＳSC 宇都宮短期大学付属高校SC

楯長剣　Tate-choken

藤田　英之　Hideyuki Fujita
成蹊大学  Seikei-University

楯長剣 初段  Tate-choken 1dan

東京都  Tokyo JAPAN

３位　Bronze medal

長剣両手　Choken-ryote

武井　裕哉   Yuya Takei
国士舘大学  Kokushikan-University

長剣両手 初段  Choken-ryote 1dan

東京都   Tokyo JAPAN  
国士舘楓剣会SC KOKUSHIKANFUKENKAI-Spochanclub

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

中森　唯斗 宮津　佐俊 依田　純太 古谷　誠貴
ALL 横浜国立大学

dan and kyu 初段 二段 初段 二段
神奈川県 兵庫県 兵庫県 静岡県

横国翔剣会SC 兵庫刀流館SC 高砂純心SC 静岡紫誠塾SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

BENOZENE ROMAIN COURTOIS JEREMY 河原 瑠我 門脇 直彦
ALL 明治大学

dan and kyu 初段 初段 初段 五段
ＦＲＡＮＣＥ ＦＲＡＮＣＥ 東京都 兵庫県

明治碧剣会SC 神戸小部東ほっとSC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

関口 将貴 井川 繁樹 山村 知暉 菅田 勝治
ALL 北海道大学 横浜国立大学

dan and kyu １級 五段 初段 三段
北海道 鹿児島県 神奈川県 新潟県

北大翠剣会SC 鹿児島錬成会SC 横国翔剣会SC 新潟ＮＳSC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

眞保　篤 宮本　真也 栗原　静香 近藤　哲仁
ALL

dan and kyu 短槍 五段 楯短刀 三段 楯短刀 １級 楯短刀 三段
神奈川県 神奈川県 神奈川県 北海道

横浜杉田SC 横浜杉田SC スマイルSC 北大翠剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岩田 徹二 FRANCOIS DADAT 東 洋介 中川 竜也
ALL

dan and kyu 棒 二段 棒 三段 棒 二段 棒 初段
愛知県 ＦＲＡＮＣＥ 神奈川県 滋賀県

名古屋武遊殿SC 横浜馬車道SC 滋賀舞風館SC

短刀　Tanto

３位　Bronze medal

長槍　Choso

３位　Bronze medal

長巻　Nagamaki

３位　Bronze medal

短槍・楯短刀　Tanso,Tate-tanto

３位　Bronze medal

棒・杖　Bo,Jo

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ALIBERTI MIRYAM 有岡　智子 山野　夏海 安井　祐香
初段以上 金沢大学 明石高専 明治大学

1dan and over 四段 初段 初段 初段
ＩＴＡＬＹ 石川県 兵庫県 東京都

神戸小部東ほっとSC 明治碧剣会SC

金澤　音々 田中　瑞華 前田　凜 村田　萌瑛
１～１０級 神戸女学院中等部 フェリス女学院大学 孔舎衙中学校 早稲田大学
1-10kyu １級 １級 ２級 １級

大阪府 神奈川県 大阪府 神奈川県
大阪臥龍塾SC 横国翔剣会SC 東大阪攻誠館SC 早稲田剣隼会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

和田 奈々 坂牧 りさ 綿引 真紀 荒尾 梨乃
初段以上 豊橋商業高校 横浜国立大学 姫路獨協大学

1dan and over 初段 初段 三段 初段
愛知県 神奈川県 富山県 兵庫県

愛知童夢殿SC 文京SC 雄翔会富山SC 兵庫真成苑SC

吉田　桜香 ANGHELELICI LAURA ION RALUCA STEFANIA 齋藤　愛加
１～１０級 第三中学校（豊中市） 昭和女子大学
1-10kyu １級 ５級 ６級 １級

大阪府 ＲＯＭＡＮＩＡ ＲＯＭＡＮＩＡ 神奈川県
大阪蒼龍館SC 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

BADIR TIAGDA 為国　花菜 DI NICOLA SARA CONTESIMO ANNACHIARA

ALL 早稲田大学
dan and kyu 二段 １級 三段 四段

ＦＲＡＮＣＥ 東京都 ＩＴＡＬＹ ＩＴＡＬＹ
早稲田剣隼会SC

【個人戦】　レディース 部門 Lady's

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

小太刀　Kodachi

３位　Bronze medal

長剣フリー　Choken-free

３位　Bronze medal

二刀　Nito

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

CHIARA SABATASSO 森　こず江 山野　夏海 見原　優希
初段以上 国士舘大学 明石高専 常葉大学

1dan and over 初段 初段 初段 初段
ＩＴＡＬＹ 神奈川県 兵庫県 静岡県

国士館楓剣会SC 神戸小部東ほっとSC

金澤　音々 渡邊　珠怜 LAURA DAVIDOVA 前田　凜
１～１０級 神戸女学院中等部 中山中学校 孔舎衙中学校
1-10kyu １級 ２級 ３級 ２級

大阪府 神奈川県 ＳＬＯＶＡＫＩＡ 大阪府
大阪臥龍塾SC 県立武道館SC 東大阪攻誠館SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ALIBERTI MIRYAM 永井　五月 渡邊　佐世子 GAUTHIED AURELIA
初段以上

1dan and over 四段 三段 初段 初段
ＩＴＡＬＹ 神奈川県 神奈川県 ＦＲＡＮＣＥ

県立武道館SC 県立武道館SC
DUBCHYNSKAYA SOPHIA 吉田　桜香 外間　洋子 藤原　あず希

１～１０級 第三中学校（豊中市） 岩岡中学校
1-10kyu ４級 １級 １級 ３級

ＢＥＬＡＲＵS 大阪府 兵庫県 兵庫県
大阪蒼龍館SC 高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ASJA ANTONUCCI 德永　帆南 梅澤　芽以 竹中　美優
初段以上 専修大学 フェリス女学院大学 大阪国際大学短期大学部

1dan and over 初段 初段 初段 初段
ＩＴＡＬＹ 東京都 神奈川県 大阪府

横国翔剣会SC 枚方友心館SC

村田　萌瑛 STEPANOVA DARIA 橋澤　菜摘 HLIANG PING AN
１～１０級 早稲田大学 佛教大学
1-10kyu １級 ４級 １級 １級

神奈川県 ＲＵＳＳＩＡ 京都府 ＣＨＩＮＡ
早稲田剣隼会SC 佛教大学SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

澤田　真帆 船山　聖奈 綿引　真紀 海田　結日
ALL 高知大学 明治大学

dan and kyu 短刀 初段 短刀 １級 短刀 二段 短刀 １級
高知県 東京都 富山県 神奈川県

土佐龍馬SC 明治碧剣会SC 雄翔会富山SC 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

福本　あかり 田中　瑞華 山下　莉未子 唐沢　麻利沙
ALL 東洋大学 フェリス女学院大学 東京女子大学

dan and kyu 長槍 初段 長槍 １級 長巻 ２級 長槍 初段
東京都 神奈川県 埼玉県 新潟県

東洋白刀会SC 横国翔剣会SC 東大颯剣会SC

打突　部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、長槍、短槍、棒、杖、長巻、楯短刀）
Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Tate-Tanto)

楯小太刀　Tate-kodachi

３位　Bronze medal

楯長剣　Tate-choken

３位　Bronze medal

長剣両手　Choken-ryote

３位　Bronze medal

短刀・短槍・楯短刀　Tanto,Tanso,Tate-tanto

３位　Bronze medal

長槍・棒・杖・長巻　Choso,Bo,Jo,Nagamaki

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

永井 五月 ALIBERTI MIRYAN 栗原 静香 DI NILOLA SARA
三段以上

3dan and over 四段 四段 三段 三段
神奈川県 ＩＴＡＬＹ 神奈川県 ＩＴＡＬＹ

県立武道館SC スマイルSC

吉村　美穂 竹中　優生 永井　将史 石井　優希
二段 ヴィーナスアカデミー 大阪国際大学短期大学部

2dan 二段 二段 二段 二段
千葉県 大阪府 東京都 神奈川県

枚方友心館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 県立武道館SC

髙杉 実奈美 落合 早輝 澤田 真帆 君島 拓時
初段 高松桜井高校 北星学園大学附属高校 高知大学
1dan 初段 初段 初段 初段

香川県 北海道 高知県 栃木県
DreamWay屋島SC どさんこSC 土佐竜馬SC 夢翔館大田原SC

疋田 裕輝 吉田 桜香 村上 優 山田 和歌杏
１級・２級 杉中学校 第三中学校（豊中市） 縄手中学校 甲西北中学校
1-2kyu ２級 １級 １級 ２級

大阪府 大阪府 大阪府 滋賀県
枚方友心館SC 大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC 滋賀櫻和会SC

黒川 桂吾 水野 和輝 木岡 義心 遠矢 楓翔
３級・４級 桜丘北小学校 開成小学校 岩田西小学校 山田東小学校
3-4kyu ４級 ３級 ４級 ３級

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府
枚方友心館SC 枚方友心館SC 大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC

小池 美徠 山田 和晃蓮 宮之前 紬希 別所 萌望乃
５級・６級 第一中学校（新発田市） 菩提寺北小学校 山王台小学校 長尾小学校
5-6kyu ５級 ６級 ５級 ６級

新潟県 滋賀県 神奈川県 兵庫県
滋賀櫻和会SC 山王台SC 兵庫刀流館SC

塩見 真菜 水野 陽太 庵 智貴 平山 怜
７級・８級 和田小学校 開成小学校 御殿山幼稚園 大山小学校
7-8kyu ７級 ７級 ８級 ８級

福井県 大阪府 神奈川県 栃木県
福井青空SC 枚方友心館SC スポチャンつばさクラブ 夢翔館大田原SC

藪内 律喜 内藤 遼 浅田 星來 藤谷 鷲
９級・１０級 米田西小学校 立花吾嬬の森小学校 藤ノ木小学校 操明小学校
9-10kyu １０級 ９級 ９級 ９級

兵庫県 東京都 富山県 岡山県
高砂武蔵SC 武心館島田道場SC 藤ノ木SC 　ＴＳＫSC

海野 悠人 NICULESCU RAZVAN 下夷　竜生 佐藤　巧眞
小太刀・１～２級 二刀・３～１０級 楯長剣・初段 楯長剣・１～２級

明治大学 明石清水高校 柴田農林高校
小太刀 １級 楯長剣 初段 楯長剣 １級

東京都 ＲＯＭＡＮＩＡ 兵庫県 宮城県
明治碧剣会SC 兵庫真成苑SC 仙台SC
藤井　和之 原田　悠紀

棒・杖 女子 長剣フリー・１～１０級

國學院大學

杖 二段 長剣フリー １級

神奈川県 千葉県

スポチャンつばさクラブ 國學院武刀会SC

【個人戦】　基本動作 部門

３位　Bronze medal

フェアプレー賞　Fairplay

順位なし


