
優　勝 準優勝 ３位

大阪臥龍塾SC 新潟ＮＳSC 枚方友心館SC
金澤　瑚大朗 横山　樹 疋田　眞人
長剣フリー・初段 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段

和田　士音 竹中　彰良 畑中　惟吹
合　戦 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段 長剣フリー・初段

金澤　音々 佐藤　瑠美奈 疋田　裕輝
（320㎝以下） 長剣フリー・１級 小太刀・初段 小太刀・２級

西巻　好 辻　陽太
小太刀・初段 小太刀・２級

監督：伊賀　健一 監督：伊佐　三男 監督：竹中　明美
【近畿地区①】 【中部地区】 【近畿地区②】

優　勝 準優勝 ３位

大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC 県立武道館SC
木岡　夢結 遠矢　楓翔 渡邉　修永
小太刀・初段 小太刀・３級 小太刀・３級

基本動作 吉田　桜香 水野　和輝 渡邉　珠怜
小太刀・２級 小太刀・３級 小太刀・３級

（３名同時） 山口　智菜 遠矢　妃莉 渡邉　二瑚
小太刀・２級 小太刀・３級 小太刀・５級

監督：山本　美樹 監督：竹中　明美 監督：多田　悟
【近畿地区①】 【近畿地区②】 【関東地区】

グランド
チャンピオン

スポーツ拠点づくり推進事業 第13回スポーツチャンバラ大会

香川県

DreamWay屋島SC

棒・初段

伊丹西高等学校

楯長剣・初段

兵庫県

第44回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会

【クラブチーム対抗団体戦】

打突競技 部門

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技部門

宮津　綾

平成31年3月24日　　於：静岡市清水総合運動場体育館

兵庫刀流館SC

基本動作　部門

髙杉　実奈美
高松桜井高等学校



櫻井　大輝
小太刀代表 東大阪大学柏原高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

東大阪大学柏原高校SC

優　勝 準優勝

北島　煌将 金子　煌 彦坂　陸斗 米坂　瑠珂
９級～１０級 和田小学校 南小学校（秦野市） 吉田方小学校 榎本小学校

９級 ８級 １０級 １０級

福井県 神奈川県 愛知県 大阪府

福井青空SC 秦野勝敏SC 愛知童夢殿SC 大阪蒼龍館SC

松浦　彩希 理崎　陽冴 地當　大隼 藤木　朱生
７級～８級 加茂小学校 末広小学校 和歌山大学付属小学校 野田小学校

８級 ７級 ７級 ７級

兵庫県 神奈川県 和歌山県 大阪府

兵庫刀流館SC 秦野紫電塾SC 和歌山十三番丁道場SC Ｙａｔｏｏ！館SC

渡邉　二瑚 前田　陸翔 照井　蒼 内藤　遼
５級～６級 中山小学校 藤沢台小学校 天満小学校 立花吾嬬の森小学校

５級 ６級 ５級 ５級

神奈川県 大阪府 兵庫県 東京都

県立武道館SC 富翔館SC 兵庫真成苑SC 武心館島田道場SC

金澤　彩々 岡村　佳音 木岡　夢結 塩木　友仁
２級～４級 海老江東小学校 新潟産業大学付属高等学校 岩田西小学校 甲西北中学校

４級 ３級 ３級 ３級

大阪府 新潟県 大阪府 滋賀県

大阪臥龍塾SC 新潟ＮＳSC 大阪蒼龍館SC 滋賀健心塾SC

櫻井　大輝 岩本　空竜 和田　士音 杉本　玲也
１級以上 東大阪大学柏原高等学校 高松西高等学校 上宮高等学校 東大阪大学柏原高等学校

初段 二段 初段 初段

大阪府 香川県 大阪府 大阪府

東大阪大学柏原高校SC DreamWay屋島SC 大阪臥龍塾SC 東大阪大学柏原高校SC

小太刀

３位

部内競技

打突競技 部門



小野　栄輝
長剣フリー代表 東大阪市立盾津中学校

（グラチャン戦出場） １級

大阪府

東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

廣本　峰大 藪内　律喜 森川　敬人 髙島　彩皐
９級～１０級 孔舎衙小学校 米田西小学校 諏訪小学校 松山小学校

９級 １０級 １０級 ８級

大阪府 兵庫県 大阪府 愛知県

東大阪攻誠館SC 高砂武蔵SC 大阪蒼龍館SC 愛知童夢殿SC

小野　源司 今川　涼花 塩見　真菜 高田　美雨
７級～８級 成和小学校 南大冠小学校 和田小学校 津田小学校

８級 ７級 ７級 ７級

大阪府 大阪府 福井県 大阪府

東大阪攻誠館SC 福井青空SC 枚方友心館SC

黒川　桂吾 木岡　義心 久保　結菜 藤澤　郁哉
５級～６級 桜丘北小学校 岩田西小学校 川西小学校 向陽台小学校

５級 ６級 ６級 ６級

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

枚方友心館SC 大阪蒼龍館SC 富翔館SC 富翔館SC

樫山　岬 羽根　愛喜 白髭　磨拓 赤井　健人
３級～４級 矢板東高等学校附属中学校 甲西北中学校 小部中学校 栄中学校（三郷市）

３級 ４級 ３級 ３級

栃木県 滋賀県 兵庫県 埼玉県

夢翔館大田原SC 滋賀健心塾SC 神戸小部東ほっとSC 埼玉三郷SC

小野　栄輝 木岡　昌義 吉田　桜香 戸成　晃大
１級～２級 盾津中学校 玉川中学校 第三中学校（豊中市） 厚南中学校

１級 １級 ２級 ２級

大阪府 大阪府 大阪府 山口県

東大阪攻誠館SC 大阪蒼龍館SC 大阪蒼龍館SC 山口川上SC

畑中　惟吹 和田　奈々 岩田　紘典 瀬口　亜智
初段以上 常翔啓光学園高等学校 豊橋商業高等学校 善通寺第一高等学校 中部第一高等学校

初段 初段 初段 初段

大阪府 愛知県 香川県 愛知県

枚方友心館SC 愛知童夢殿SC 坂出無心会SC 愛知童夢殿SC

金澤　瑚大朗
二刀代表 大阪教育大学附属天王寺高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

大阪臥龍塾SC

優　勝 準優勝

塩見　翔太 遠矢　楓翔 白髭　駿侍
３級～１０級 成和中学校 山田東小学校 小部東小学校

３級 ４級 ５級

福井県 大阪府 兵庫県

福井青空SC 枚方友心館SC 神戸小部東ほっとSC

金澤　瑚大朗 横山　樹 中村　航大 宮津　綾
２級以上 大阪教育大学附属天王寺高等学校 小千谷中学校 甲武中学校 伊丹西高等学校

初段 １級 ２級 初段

大阪府 新潟県 兵庫県 兵庫県

大阪臥龍塾SC 新潟ＮＳSC 兵庫刀流館SC 兵庫刀流館SC

３位

二　刀

３位

長剣フリー



長谷川　進
長剣両手代表 汎愛高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

福田　悠駕 岡村　佳音 塩見　翔太
３級～１０級 大田原中学校 新潟産業大学付属高等学校 成和中学校

３級 ３級 ３級

栃木県 新潟県 福井県

夢翔館大田原SC 新潟ＮＳSC 福井青空SC

長谷川　進 野中　翔 上野　文華
２級以上 汎愛高等学校 旭高等学校 夕陽丘学園高等学校

初段 初段 初段

大阪府 大阪府 大阪府

東大阪攻誠館SC 東大阪攻誠館SC 大阪有朋館SC

堀田　直希
楯小太刀代表 興國高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

Ｙａｔｏｏ！館SC

優　勝 準優勝

髙島　彩皐 藪内　律喜 石本　蘭奈 廣橋　秀飛
９級～１０級 松山小学校 米田西小学校 米田小学校 楠小学校

１０級 ９級 ９級 ９級

愛知県 兵庫県 兵庫県 愛知県

愛知童夢殿SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 名古屋武遊殿SC

久保　美佐希 内藤　遼 山本　勘玄 平山　怜
７級～８級 岩田西小学校 立花吾嬬の森小学校 喜志西小学校 大山小学校

７級 ７級 ８級 ７級

大阪府 東京都 大阪府 栃木県

大阪蒼龍館SC 武心館島田道場SC 富翔館SC 夢翔館大田原SC

佐藤　瑠美奈 山下　叶夢 高山　敦希 黒川　桂吾
５級～６級 東小千谷中学校 菊川東中学校 神橋小学校 桜丘北小学校

５級 ５級 ５級 ５級

新潟県 静岡県 神奈川県 大阪府

新潟ＮＳSC 県立武道館SC 枚方友心館SC

根石　天哉 木岡　夢結 榎本　伊吹 竹内　妃那
３級～４級 栄中学校（三郷市） 岩田西小学校 四條畷学園小学校 西中学校（秦野市）

３級 ４級 ４級 ３級

埼玉県 大阪府 大阪府 神奈川県

生麦SC 大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC 秦野紫電塾SC

堀田　直希 金澤　音々 伊藤　寛記 小野　司
２級以上 興國高等学校 神戸女学院中学部 桜の宮中学校 盾津中学校

初段 ２級 初段 ２級

大阪府 大阪府 兵庫県 大阪府

Ｙａｔｏｏ！館SC 大阪臥龍塾SC 神戸小部東ほっとSC 東大阪攻誠館SC

３位

３位

楯小太刀

部外競技

長剣両手



宮津　綾
楯長剣代表 伊丹西高等学校

（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県

兵庫刀流館SC

優　勝 準優勝

宮津　聡 竹中　彰良 小林　仁 大西　來輝
6級～１０級 丸橋小学校 東北中学校 橘小学校 甲西北中学校

６級 ６級 ６級 １０級

兵庫県 新潟県 群馬県 滋賀県

兵庫刀流館SC 新潟ＮＳSC 上武SC 滋賀健心塾SC

平井　健太郎 西巻　好 細川　和暉 下川　琥太郎
４級～５級 菅原小学校 中之島中学校 鯖江中学校 桜丘北小学校

５級 ５級 ４級 ４級

大阪府 新潟県 福井県 大阪府

枚方友心館SC 新潟ＮＳSC 福井青空SC 枚方友心館SC

豊野　礼士 吉田　桜香 小山　紫月 棚田　皐介
１級～３級 松江第三中学校 第三中学校（豊中市） 高﨑工業高等学校 南星中学校

１級 ２級 １級 ３級

東京都 大阪府 群馬県 富山県

武心館島田道場SC 大阪蒼龍館SC 上武SC 雄翔会富山SC

宮津　綾 畑中　惟吹 金澤　琥大朗 堀田　和希
初段以上 伊丹西高等学校 常翔啓光学園高等学校 大阪教育大学附属天王寺高等学校 興國高等学校

初段 初段 初段 初段

兵庫県 大阪府 大阪府 大阪府

兵庫刀流館SC 枚方友心館SC 大阪臥龍塾SC Ｙａｔｏｏ！館SC

優　勝 準優勝

岩本　空竜 根岸　佐至 内山　友貴 栗原　悠里
１０級以上 高松西高等学校 羽田中学校 束台小学校 あずさ第一高等学校

長槍・初段 杖・２級 杖・３級 棒・３級

香川県 東京都 神奈川県 神奈川県

DreamWay屋島SC つばさ川崎SC スポチャンつばさクラブ スマイルSC

楯長剣

３位

短刀・短槍・長槍・棒・杖・長巻・楯短刀

３位



優　勝 準優勝

石本　蘭奈 長手　凛 森川　敬斗 福島　崇徳
９級～１０級 米田小学校 英田小学校 諏訪小学校 津田小学校

１０級 １０級 　１０級 １０級

兵庫県 大阪府 大阪府 大阪府

高砂武蔵SC 大阪蒼龍館SC 大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC

園部　苺果 磯　芽依 小野　源司 山本　梨月
７級～８級 くすは縄手南校 大山小学校 成和小学校 喜志西小学校

８級 ７級 ８級 ８級

大阪府 栃木県 大阪府 大阪府

東大阪攻誠館SC 夢翔館大田原SC 東大阪攻誠館SC 富翔館SC

塩見　真菜 渡邉　二瑚 替地　春菜 別所　萌望乃
５級～６級 和田小学校 中山小学校 木田小学校 長尾小学校

６級 ５級 ５級 ５級

福井県 神奈川県 福井県 兵庫県

福井青空SC 県立武道館SC 福井青空SC 兵庫刀流館SC

宮津　聡 木岡　夢結 芹野　美徠 水野　和輝
３級～４級 丸橋小学校 岩田西小学校 第一中学校（新発田市） 開成小学校

４級 ３級 ３級 ３級

兵庫県 大阪府 新潟県 大阪府

兵庫刀流館SC 大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC

高岡　敦士 疋田　裕輝 橋本　真依 竹内　妃那
１級～２級 奥田中学校 杉中学校 浜の宮中学校 西中学校（秦野市）

１級 ２級 ２級 １級

富山県 大阪府 兵庫県 神奈川県

藤ノ木SC 枚方友心館SC 高砂武蔵SC 秦野紫電塾SC

髙杉　実奈美 落合　早輝 和田　奈々 江田　和馬
初段以上 高松桜井高等学校 北星学園大学付属高等学校 豊橋商業高等学校 港北高等学校

二段 初段 初段 二段

香川県 北海道 愛知県 神奈川県

DreamWay屋島SC どさんこSC 愛知童夢殿SC スポチャンつばさクラブ

小林　太一 谷口　愛迦
楯小太刀7~8級 楯小太刀7~8級

（順位なし） 岩西小学校 米田西小学校

楯小太刀　７級 楯小太刀　８級

愛知県 兵庫県

愛知童夢殿SC 高砂武蔵SC

【個人戦】　基本動作 部門

フェアプレー賞

３位


