
優勝   1st place 準優勝　 2nd place

ＪＡＰＡＮ ＮＥＷ ＣＡＬＥＤＯＮＩＡ ＧＥＲＭＡＮＹ ＲＯＭＡＮＩＡ
国別対抗 原科　太一 BENOIT LIEGARD MEＬISSA SCHMEICHEL SERSEA EDUARD
団体戦 小太刀　二段 小太刀　４級 小太刀　初段 小太刀　初段

National-team 岩田　徹二 TRYSTAN LIEGARD DOMINIK PETROVSKＩ ENE ANDREI
Competition 長剣フリー　四段 長剣フリー　１級 長剣フリー　初段 長剣フリー　１級

藤岡　秋介 LUCAS HERVOＵET OLIVER DREXLER CONSTANTINESCU ANDREI

二刀　三段 　二刀　３級 二刀　三段 二刀　１級

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

ＪＡＰＡＮ ＲＯＭＡＮＩＡ ＧＲＥＥＣＥ ＰＯＬＡＮＤ

国別対抗 渡邉　二瑚 TIGAU TEODORA ANDREEA MALGGORZATA SZCZEPANSKA

団体戦 小太刀　３級 小太刀　３級 小太刀　二段

National-team 磯　芽依 SERSEA MARIA ERIKA ALIKI  PERTERSON ANNA TRZCINSKA
Competition 長剣フリー　３級 長剣フリー　３級 長剣フリー　７級 長剣フリー　１級

市古　玖留美 CONSTANTINESCU MARIA ELENA ESKENAZI
二刀　初段 二刀　４級 二刀　初段

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

ＪＡＰＡＮ ＧＥＲＭＡＮＹ ＨＯＮＧ ＣＯＮＧ ＲＯＭＡＮＩＡ
国別対抗 喜多谷　彩葉 MEＬISSA SCHMEICHEL 徐皓軒 CONSTANTINESCU ANDREI

団体戦 小太刀　初段 小太刀　初段 小太刀　７級 小太刀　１級

National-team 永井　五月 DOMINIK PETROVSKI 伍煒傑 ENE　ANDREI
Competition 長巻　五段 小太刀　初段 小太刀　５級 小太刀　１級

藤谷　恭信 OLIVER DREXLER 謝澤禧 SERSEA MARIA ERIKA
小太刀　六段 長剣両手　三段 小太刀　４級 小太刀　二段

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

文京スポチャンクラブ 令剣会スポチャンクラブ

伊藤　和規 内藤　洋平
クラブ対抗 長剣フリー　初段 小太刀　二段

団体戦 竹内　勇輔 武井　裕哉
Club-team 小太刀　初段 長剣フリー　二段

Competition 大平　峻也 沼上　耀一郎
小太刀　初段 小太刀　初段

横山　樹 安信　琳太郎
長剣フリー　初段 長剣フリー　初段

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

スポチャンつばさクラブ TSKスポチャンクラブ 北多摩スポチャンクラブ どさんこスポチャンクラブ

クラブ対抗 田村　江見子 藤谷　恭信 勝又　健太郎 落合　早輝
団体戦 楯短刀　五段 小太刀　六段 小太刀　五段 小太刀　三段

Club-team 桶作　公一 藤谷　初栄 蓮見　嘉孝 落合　玲祐
Competition 楯短刀　四段 小太刀　三段 小太刀　四段 小太刀　二段

柳瀬　幸子 藤谷　向夏 中田　宗宏 石井　刀夢
楯短刀　四段 小太刀　３級 小太刀　三段 小太刀　初段

令和４年１１月２７日　　於：横浜武道館（神奈川県）
Yokohama Budokan (Kanagawa,Japan) 27th NOV.,2022

打突競技　部門（男子）　Datotsu（MAN）

基本動作　部門　Kihondousa

３位　 3rd place

３位　 3rd place

３位　 3rd place

３位　 3rd place

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

46th The World SportsChanbara Championship

打突競技　部門（女子）　Datotsu（WOMAN）

３位　 3rd place

基本動作　部門　Kihondousa

第４６回　スポーツチャンバラ世界選手権大会

【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



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   1st place 準優勝　 2nd place

臼井　澄史 田邊　賢一 川口　伸一 細川　健一
三段以上 長巻　六段 長槍　八段 長槍　五段 二刀　八段

3dan and oveｒ 岐阜県 神奈川県 愛知県 東京都
岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜馬車道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ HANDAｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ柔剣会 挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ

小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Champion

(Grand Champion

tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

櫻井　大輝 井川　啓貴 伊藤　真樹男 楠田　渓
二段以上 常磐会学園大学

2dan and over 二段 二段 四段 三段

大阪府 東京都 埼玉県 新潟県
富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 生麦ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

大平　峻也 中森　唯斗 大竹　柊生 樫山　岬
初段 国士舘大学 矢板東高校
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 神奈川県 東京都 栃木県
文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 国士館楓剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

塩木　友仁 塩見　真菜 林　蒼大 德永　哲志
１級・２級 甲西高校 成和中学校 松山大学
1-2kyu １級 ２級 １級 １級

滋賀県 福井県 愛媛県 愛媛県
滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 仁武館愛媛ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

藪内　律喜 野沢　俊介 石本　優雅 平山　怜
３級～５級 米田西小学校 宇都宮短期大学附属高校 宝殿中学校 矢板東高校附属中学校

3-5kyu ５級 ３級 ３級 ３級

兵庫県 栃木県 兵庫県 栃木県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 宇都宮短期大学附属高校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

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

兵庫県　　Hyogo JAPAN
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　TAKASAGOMUSASHI-Spochanclub

東海大学付属高輪台高校　TOKAI-UNIVERSITY･TAKANAWADAI SeniorHigh-School

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Oyakata

基本動作 五段   Kihondousa 5dan 基本動作 初段　 Kihondousa １dan　

楯長剣　二段　 Tate-choken 2dan

得物自由　Emono-free

【個人戦】　打突 部門

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

楯小太刀 二段  Tate‐koｄachi 2dan 

藪内　律喜　　Ritｓuki Yabuuchi
米田西小学校　YONEDANISHI‐elementary school

３位　 3rd place

小太刀 ５級　　Kodachi 5kyu

小太刀　Kodachi

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　KENRITSUBUDOKAN‐Spochanclub 挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ　CHARENJIKAN‐SpochanclubTOKYO

岐阜県　　Gifu JAPAN
岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ   GIFUFUWADAMASHII-Spochanclub

挑戦者　Challenger

大阪府  Osaka JAPAN 神奈川県　 Kanagawa JAPAN

長谷川　雅  Masa Hasegawa 藤岡　秋介　 Shusuke Fujioka

東京都　 Tokyo　JAPAN

臼井　澄史　　Sumihito Usui
長槍 七段　　Choso 7dan

【個人戦】　基本動作 部門

細川　智穂　Chiho　Hosokawa

グランドチャンピオン　Grand Champion

オヤカタチャンピオン　Oyakata Champion

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　HIGASHIOSAKAKOUSEIKAN-Spochanclub 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　KENRITSUBUDOKAN‐Spochanclub

 永井　五月　 Satsuki Nagai

３位　 3rd place

神奈川県　 Kanagawa JAPAN



優勝   1st place 準優勝　 2nd place

内野　侑 佐藤　慈貴 広川　和泉 常井　心裕
６級・７級 西早稲田中学校 高瀬小学校 陵南小学校 操明小学校
6-7kyu ６級 ７級 ６級 ６級

東京都 福島県 岡山県 岡山県
挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

松本　哲 藤谷　蓮海 有井　杏奈 湯川　真奈
８級～１０級 米田西小学校 操明小学校 井吹の丘小学校 堀川小学校

8-10kyu ９級 ９級 １０級 ８級

兵庫県 岡山県 兵庫県 神奈川県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野紫電塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

沼上　耀一郎 野澤　大喜 岸下　裕哉 西島　大地
二段以上

2dan and over 二段 二段 三段 三段

東京都 栃木県 神奈川県 神奈川県
令剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 我道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 湘南藤沢ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

三宅　佑紀 野上　凌雅 諏訪部　辰哉 藤原　唯人
初段 国士舘大学 明治大学 大阪教育大学
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 東京都 東京都 大阪府
文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 国士館楓剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 明治碧剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

黒川　桂吾 樋渡　貫太 前川　優輝 大塚　樹
１級・２級 桜丘中学校 法政大学 法政大学 宇都宮短期大学附属高校

1-2kyu １級 １級 １級 １級

大阪府 東京都 東京都 栃木県
枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＨＯＳＥＩｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＨＯＳＥＩｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 宇都宮短期大学附属高校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

瀧澤　陸輝 宮口　慶 長野　朱香 丸山　弘城
３級～５級 光が丘中学校 綾羽高校

3-5kyu ５級 ３級 ３級 ４級

新潟県 兵庫県 滋賀県 新潟県
新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

森本　椋太 福吉　龍 須磨　朔 中澤　侑大
６級～１０級 氷丘小学校 大宮中学校 北小学校（大泉町） 場馬小学校

6-10kyu ６級 ６級 ６級 ８級

兵庫県 東京都 群馬県 神奈川県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ 横浜寺尾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Champion
(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

市古　憲一郎 細川　千利 広瀬　大輔 長谷川　雅
二段以上

2dan and over 二段 二段 二段 二段

兵庫県 大阪府 埼玉県 大阪府
兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 生麦ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　　BUNKYO-Spochanclub

二刀 二段　　Nito 2dan

兵庫県　　Hyogo JAPAN
兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　HYOGOSHINSEIEN-Spochanclub

長剣フリー　Choken-free

３位　 3rd place

市古　憲一郎　　Kenichirou　Ichiko

三宅　佑紀　　Yuki　Miyake

 長剣フリー　初段　　Choken-free 1dan

東京都　　Tokyo JAPAN

３位　 3rd place

二刀　Nito

３位　 3rd place



優勝   1st place 準優勝　 2nd place

里井　隼飛 石井　刀夢 関口　将貴 星　大地
初段 明治大学 北翔大学
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 北海道 東京都 福島県
明治碧剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 令剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

宮津　聡 和田　城太朗 岩佐　紘佑 鷹野　侑哉
1～１０級 長尾中学校 上智大学 法政大学
1-10kyu １級 ２級 １級 １級

兵庫県 神奈川県 神奈川県 栃木県
兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＨＯＳＥＩｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 我道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長剣両手
（グラチャン戦出場）

Choken-morote Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

長谷川　進 千丸　大葵 武井　裕哉 中田　宗宏
二段以上

２dan and over 二段 二段 二段 三段

大阪府 京都府 東京都 東京都
東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 葵彗館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 令剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 北多摩ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

里井　隼飛 野上　凌雅 石井　刀夢 山本　崇文
初段 明治大学 国士舘大学 北翔大学
１dan 初段 初段 初段 初段

東京都 東京都 北海道 大阪府
明治碧剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 国士館楓剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

犬走　智英 湯沢　将也 佐藤　潤 久松　由紀
１級～４級 法政大学

1-4kyu １級 ２級 １級 １級

佐賀県 千葉県 神奈川県 埼玉県
ＨＯＳＥＩｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 埼玉三郷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

藪内　律喜 福吉　龍 須磨　朔 FUNG KWONG LAM
５級～１０級 米田西小学校 大宮中学校 北小学校（大泉町）

5-10kyu ５級 ６級 ５級 ７級

兵庫県 東京都 群馬県 ＨＯＮＧ KONG
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

関口　将貴 河原　瑠我 和田　清隆 佐藤　芳基
ALL

dan and kyu 長槍　初段 長槍　初段 長巻　三段 長槍　六段

東京都 新潟県 大阪府 千葉県
令剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

奥田　克幸 谷山　いくな 中森　唯斗 宮津　佐俊
ALL

dan and kyu 三段 二段 初段 二段

大阪府 愛知県 神奈川県 兵庫県
枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

３位　 3rd place

長槍・長巻　Choso，Nagamaki

３位　 3rd place

長剣両手 二段　  Choken-ryote 2dan

長谷川　進　  Shin Hasegawa

大阪府　  Osaka JAPAN

Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Ｔate-tanto)

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）種目

長剣両手　Choken-ryote

３位　 3rd place

東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　HIGASHIOSAKAKOUSEIKAN-Spochanclub

短刀　Tanto

３位　 3rd place



楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Tate-kodachi Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

長谷川　雅 藤原　唯人 中村　穂高 和田　城太朗
初段以上 大阪教育大学 上智大学

1dan and over 二段 初段 初段 初段

大阪府 大阪府 京都府 神奈川県
東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富翔館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 葵彗館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

黒川　桂吾 西川　創 大井　遥司郎 塩木　友仁
１級・２級 桜丘中学校 北海道大学 法政大学 甲西高校
1-2kyu １級 １級 ２級 １級

大阪府 北海道 東京都 滋賀県
枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 北大翠剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＨＯＳＥＩｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

川戸　渚 斎藤　翼早 横田　真太郎 平山　怜
３級～５級 ウトナイ小学校 横浜創学館高校 安積高校 矢板東高校附属中学校

3-5kyu ４級 ３級 ３級 ３級

北海道 神奈川県 福島県 栃木県
苫小牧沼ノ端ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

内野　侑 HENRY TSUI 横田　淳 石本　蘭奈
６級・７級 西早稲田中学校 金透小学校 米田小学校
6-7kyu ６級 ７級 ７級 ６級

東京都 ＨＯＮＧ KONG 福島県 兵庫県
挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

井手　風駆 松本　哲 常井　心雅 近藤　悠輝
８級～１０級 南小学校 米田西小学校 操明小学校 上頓野小学校

8-10kyu ８級 ９級 ８級 ８級

埼玉県 兵庫県 岡山県 福岡県
拓心館武蔵会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 直方筑前塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

岩田　徹二 東　洋介 DADAT FRANCOIS
ALL

dan and kyu 二段 二段 二段

愛知県 神奈川県 ＦＲＡＮＣＥ
名古屋武遊殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜馬車道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 令剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

原科　太一 長谷部　洋祐 菅井　大輔
ALL

dan and kyu 短槍　初段 楯短刀　五段 短槍　三段

栃木県 神奈川県 神奈川県
文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

楯小太刀 二段 　Tate‐koｄachi 2dan 

大阪府　  Osaka JAPAN
東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　HIGASHIOSAKAKOUSEIKAN-Spochanclub

長谷川　雅 　　Masa Hasegawa

楯小太刀　Tate-kodachi

杖・短槍・楯短刀　Jo，Tanso，Tate-tanto

３位　 3rd place

棒　Bo

３位　 3rd place

３位　 3rd place



楯長剣
（グラチャン戦出場）

Tate-choken Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

藤岡　秋介 矢倉　士 野澤　大喜 市古　憲一郎
二段以上

2dan and over 二段 二段 二段 二段

神奈川県 千葉県 栃木県 兵庫県
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 我道ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

五島　優 関谷　凜斗 三宅　佑紀 石川　大雅
初段 愛媛大学
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 新潟県 東京都 愛媛県
文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟NSｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 仁武館愛媛ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

宮津　聡 牧田　卓朗 坪川　龍生 羽根　愛喜
１級 長尾中学校 明治大学 草津高校
1kyu １級 １級 １級 １級

兵庫県 神奈川県 東京都 滋賀県
兵庫刀流館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 明治碧剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

長野　朱香 大塚　樹 瀧澤　陸輝 藤井　悠成
２級・３級 綾羽高校 宇都宮短期大学附属高校 綾歌中学校
2-3kyu ３級 ３級 ２級 ２級

滋賀県 栃木県 新潟県 香川県
滋賀健心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 宇都宮短期大学附属高校ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 新潟ＮＳｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 坂出無心会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

河内　唯里 佐藤　ユウダイ ENE ANDREI 北島　煌将
４級～１０級 玉美小学校 梓川中学校 和田小学校

4-10kyu ４級 ６級 ４級 ４級

大阪府 長野県 ＲＯＭＡＮＩＡ 福井県
大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

根本　庸太朗 森口　結斗 JO EUNSUNG
８～１０級　小太刀の部 ８～１０級　小太刀の部 杖・短槍・楯短刀の部

（順位なし） 斎藤分小学校 池上小学校
小太刀　９級 小太刀　８級 短槍　５級

神奈川県 東京都 ＨＵＮＧＡＲＹ
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大田区護心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

楯長剣　二段　 Tate-choken

藤岡　秋介　　Shusuke　Fujioka

フェアプレー賞　Fairplay Award

楯長剣　Tate-choken

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　KENRITSUBUDOKAN‐Spochanclub

神奈川県　　Kanagawa JAPAN

３位　 3rd place



優勝   1st place 準優勝　 2nd place

永井　五月 落合　早輝 福島　誠次 谷山　いくな
三段以上 北星学園大学

3dan and over 五段 三段 三段 三段

神奈川県 北海道 兵庫県 愛知県
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

石井　優希 佐藤　浩気 山本　華澄 吉村　美穂
二段
2dan 二段 二段 二段 二段

神奈川県 神奈川県 大阪府 千葉県
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ スマイルｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 蓮心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

細川　智穂 MELISSA SCHMEICHEL 鎌谷　理嘉 遠矢　妃莉
初段 東海大学付属高輪台高校 交野高校
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 ＧＥＲＭＡＮＹ 兵庫県 大阪府
挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞＴＯＫＹＯ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

宮之前　琉花 髙田　翔 細川　陽香 黒川　桂吾
１級 國學院大學 津田中学校 仁愛大学 桜ヶ丘中学校
1kyu １級 １級 １級 １級

神奈川県 大阪府 福井県 大阪府
山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

塩見　真菜 宮之前　咲愛 渡邉　二瑚 上原　直人
２級・３級 成和中学校 横須賀学院高校 中山中学校 香東中学校
2-3kyu ２級 ３級 ３級 ３級

福井県 神奈川県 神奈川県 香川県
福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

石本　蘭奈 河内　唯里 疋田　隼 藤谷　鷲
４級・５級 米田小学校 玉美小学校 小平第七小学校 操明小学校
4-5kyu ５級 ４級 ５級 ５級

兵庫県 大阪府 東京都 岡山県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大阪蒼龍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 北多摩ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

森本　椋太 國司　煌陽 藪内　律喜 佐々木　楓
６級・７級 氷丘小学校 甲緑小学校 米田西小学校 中藤小学校
6-7kyu ６級 ７級 ６級 ６級

兵庫県 兵庫県 兵庫県 福井県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 神戸鈴蘭台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

松本　哲 湯川　茜奈 森口　結斗 森本　絢介
８級～１０級 米田西小学校 堀川小学校 池上小学校 日岡小学校

8-10kyu ９級 ８級 ９級 ９級

兵庫県 神奈川県 東京都 兵庫県
高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野紫電塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 大田区護心ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 高砂武蔵ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

【個人戦】　基本動作 部門  Kihondousa

３位　 3rd place



レディース代表
（グラチャン戦出場）

Lady's Champion
(Grand Champion
tournament berth)

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

渡邉　二瑚 住田　さくら 細川　陽香 露木　南
ALL 中山中学校 明治大学 仁愛大学

dan and kyu ３級 初段 初段 三段

神奈川県 東京都 福井県 神奈川県
県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 明治碧剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 秦野紫電塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

磯　芽依 落合　早輝 渡邉　佐世子 山下　芙記
ALL 西那須中学校 北星学園大学 北海道大学

dan and kyu ３級 三段 初段 初段

栃木県 北海道 神奈川県 北海道
夢翔館大田原ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 北大翠剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

市古　玖留美 藤谷　初栄 小山　智菜実 小川　怜奈
ALL 大阪ウェディング＆ブライダル専門学校 國學院大學

dan and kyu 初段 初段 初段 初段

兵庫県 岡山県 神奈川県 神奈川県
兵庫真成苑ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ＴＳＫｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 國學院武刀会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

MELISSA SCHMEICHEL 落合　早輝 細川　陽香
ALL 北星学園大学 仁愛大学

dan and kyu 三段 三段 ４級

ＧＥＲＭＡＮＹ 北海道 福井県
どさんこｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 福井青空ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

宮之前　琉花 西村　阿依奈 神品　里々花
ALL 國學院大學 フェリス女学院大学

dan and kyu 楯小太刀　１級 楯小太刀　１級 楯小太刀　初段

神奈川県 岐阜県 神奈川県
山王台ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 岐阜不破魂ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 横国翔剣会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優勝   1st place 準優勝　 2nd place

福本　あかり 永井　五月 和田　奈々 遠矢　妃莉
ALL 交野高校

dan and kyu 長槍　初段 長槍　三段 楯長剣　初段 楯長剣　初段

東京都 神奈川県 愛知県 大阪府
文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 愛知童夢殿ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 枚方友心館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

３位　 3rd place

３位　 3rd place

楯小太刀・杖・短槍・短刀・楯短刀　Tate-kodachi,Jo,Tanso,Tanto,Tate-Tanto

３位　 3rd place

楯長剣・長槍・長巻・棒　Tate-choken,Choso,Nagamaki,Bo

３位　 3rd place

二刀　Nito

３位　 3rd place

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）種目
Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Ｔate-tanto)

長剣両手　Choken-ryote

文京ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ　 BUNKYO-Spochanclub

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　 3rd place

長剣フリー　Choken-free

【個人戦】　レディース部門  Ladies

女子チャンピオン　Lady's Champion
福本　あかり　  Akari Fukumoto

長槍　初段    Choso 1dan

東京都   Tokyo JAPAN

令和４年１１月２７日　　於：横浜武道館（神奈川県）
Yokohama Budokan (Kanagawa,Japan) 27th NOV.,2022

第３回　レディーススポーツチャンバラ世界選手権大会
３rd The Ladies SportsChanbara Championship


