
優　勝 準優勝

令剣会SC・(１) 県立武道館SC 令剣会SC・(３) 枚方友心館SC
東京都 神奈川県 東京都 大阪府

クラブ対抗 内藤　洋平 藤岡　秋介 関口　将貴 細川　千利
団体戦 長剣フリー　二段 長剣フリー　三段 長剣フリー　初段 長剣フリー　二段

（320ｃｍ合戦） 武井　裕哉 高橋　秀和 櫻井　慶悟 水野　和輝
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

安信　琳太郎 馬淵　翔 藤井　暁大 黒川　桂吾
長剣フリー　初段 長剣フリー　二段 長剣フリー　１級 小太刀　１級

佐野　和希 高田　翔
小太刀　初段 小太刀　１級

優　勝 準優勝

スポチャンつばさSC 大阪蒼龍館SC ＴＳＫSC・（A） ＴＳＫSC・（B）
神奈川県 大阪府 岡山県 岡山県

クラブ対抗 田村　江見子 山本　美樹 藤谷　恭信 常井　心見
団体戦 楯短刀　五段 小太刀　四段 小太刀　五段 小太刀　５級

（３名同時） 桶作　公一 吉田　桜香 藤谷　初栄 常井　心裕
楯短刀　四段 小太刀　初段 小太刀　三段 小太刀　６級

柳瀬　幸子 木岡　夢結 藤谷　向夏 常井　心雅
楯短刀　三段 小太刀　初段 小太刀　４級 小太刀　８級

グランド
チャンピオン
（総合優勝）

オヤカタ代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝 三位 三位

細川　健一 井川　繁樹 臼井　澄史 田邊　賢一
三段以上 二刀　八段 長巻　五段 長槍　七段　　 長槍　八段

東京都 鹿児島県 岐阜県 神奈川県
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 鹿児島錬成館SC 岐阜不破魂SC 横浜馬車道SC

兼　第２回 レディーススポーツチャンバラ選手権大会

東京都

愛知県
棒　二段

令和４年９月４日　　於：横浜武道館

【団体戦】　スポチャンクラブ対抗戦 部門

基本動作　部門

三位

得物自由

三位

岩田　徹二

第４７回 全日本スポーツチャンバラ選手権大会

打突競技　部門

藤谷　恭信

【個人戦】

岡山県

【個人戦】　マスター打突競技部門　『オヤカタ』

基本動作 五段

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

打突競技　部門 基本動作　部門

細川　健一

名古屋武遊殿SC ＴＳＫSC

二刀　八段



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

磯上　裕宜 岩田　徹二 DADAT FRANCOIS 福島　誠次
三段以上

五段 四段 四段 三段
兵庫県 愛知県 東京都 兵庫県

兵庫真成苑SC 名古屋武遊殿SC 令剣会SC 高砂武蔵SC
櫻井　大輝 能勢　翔一 西川　浩由 井川　啓貴

二　段 常磐会学園大学
二段 二段 二段 二段

大阪府 神奈川県 神奈川県 東京都
富翔館SC 相模原磯SC 相模原磯SC 文京SC

佐藤　隆二 杉下　由龍 西塚　美波 清水　皇輔
初　段 東京情報大学

初段 初段 初段 初段
東京都 東京都 千葉県 東京都

令剣会SC 文京SC 志闘館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ
外間　實晃 毛保　海晴 塩木　友仁 伊藤　陽太

１　級 宝殿中学校 明治大学 甲西高等学校
１級 １級 １級 １級

兵庫県 千葉県 滋賀県 神奈川県
高砂武蔵SC 明治碧剣会SC 滋賀健心塾SC 県立武道館SC
野沢　俊介 関川　陽仁 渡邉　二瑚 大井　遙司郎

２級～４級 宇都宮短期大学付属高等学校 新津第三小学校 中山中学校 法政大学
３級 ４級 ３級 ２級

栃木県 新潟県 神奈川県 東京都
宇都宮短期大学付属高校SC 新潟NSSC 県立武道館SC ＨＯＳＥＩSC

渡邉　理仁 内野　侑 髙草木　尊 藤原　海音
５級・６級 中山小学校 西早稲田中学校 赤堀小学校 大宮中学校

５級 ６級 ５級 ６級
神奈川県 東京都 群馬県 東京都

県立武道館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ
照井　璃 荒木　颯亮 古谷　圭宏 湯川　真奈

７級・８級 天満小学校 岩岡小学校 藤沢北小学校 堀川小学校
７級 ７級 ７級 ８級

兵庫県 兵庫県 埼玉県 神奈川県
兵庫真成苑SC 兵庫真成苑SC 拓心館武蔵会SC 秦野紫電塾SC
佐藤　慈貴 横田　淳 鈴木　快人 松本　哲

９級・１０級 高瀬小学校 金透小学校 藤沢南小学校 米田西小学校
９級 ９級 ９級 ９級

福島県 福島県 埼玉県 兵庫県
拓心館武蔵会SC 高砂武蔵SC

五段

三位

磯上　裕宜

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

小太刀

【個人戦】　オープン打突競技部門

兵庫県

兵庫真成苑SC



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

野澤　大喜 辻村　誠崇 内山　和哉 粟井　聡
二段以上

二段 三段 三段 二段
栃木県 大阪府 新潟県 兵庫県
我道SC 新潟ＮＳSC 兵庫真成苑SC

伊藤　和規 石川　大雅 櫻井　碧翔 木岡　昌義
初　段 愛媛大学 東大阪大学柏原高等学校 OCA専門学校

初段 初段 初段 初段
東京都 愛媛県 大阪府 大阪府
文京SC 仁武館愛媛SC 富翔館SC 大阪蒼龍館SC

木岡　義心 今林　武志 大塚　樹 岸　綾馬
１級 玉川中学校 大阪大学 宇都宮短期大学付属高等学校 横須賀高等学校

１級 １級 １級 １級
大阪府 大阪府 栃木県 神奈川県

大阪蒼龍館SC 宇都宮短期大学付属高校SC スマイルSC
水野　陽太 渡辺　太一 CHUNG WOO SUNG 金子　晴恒

２級・３級 枚方第四中学校 宇都宮短期大学付属高等学校 北海道大学 宮内中学校
２級 ３級 ２級 ３級

大阪府 栃木県 北海道 新潟県
枚方友心館SC 宇都宮短期大学付属高校SC 北大翠剣会SC 新潟ＮＳSC
木村　開人 長束　郁澄 恩田　友 浅田　初花那

４級・５級 北里大学 向陽台小学校 堤岡中学校 富山高等学校
４級 ４級 ５級 ５級

青森県 大阪府 新潟県 富山県
早稲田剣隼会SC 富翔館SC 新潟錬成館SC 雄翔会富山SC

浅田　逞心 森本　椋太 外山　耕大 土師　優陽
６級～１０級 藤ノ木中学校 氷丘小学校 大宮中学校 岩岡小学校

６級 ６級 ６級 ７級
富山県 兵庫県 東京都 兵庫県

雄翔会富山SC 高砂武蔵SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 兵庫真成苑SC

二刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

長谷川　雅 藤岡　秋介 永井　将史 野中　翔
二段以上 龍谷大学

二段 三段 二段 二段
大阪府 神奈川県 東京都 大阪府

東大阪攻誠館SC 県立武道館SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 東大阪攻誠館SC
照屋　翔琉 石井　刀夢 関口　将貴 郡家　正浩

初　段 明治大学 北翔大学
初段 初段 初段 初段

東京都 北海道 東京都 神奈川県
明治碧剣会SC 令剣会SC 県立武道館SC
羽根　愛喜 宮津　聡 板野　亮 前川　優輝

１級～１０級 草津高等学校 長尾中学校 北海道大学 法政大学
１級 １級 ２級 １級

滋賀県 兵庫県 北海道 東京都
滋賀健心塾SC 兵庫刀流館SC 北大翠剣会SC ＨＯＳＥＩSC

大阪攻誠館
東大阪攻誠館SC

野澤　大喜

我道SC

二段

三位

長谷川　雅

三位

二　刀

二段

栃木県

長剣フリー



長剣両手代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

長谷川　進 加藤　知大 武井　裕哉 平岩　宏康
初段以上 國學院大學

二段 初段 初段 二段
大阪府 東京都 千葉県 愛知県

東大阪攻誠館SC 國學院武刀会SC 令剣会SC 名古屋武遊殿SC 
吉村　勇輝 上田　陽斗 佐藤　志哉 大塚　悠生

１級～４級 日本大学 宇都宮短期大学付属高等学校 明治大学 法政大学
２級 ３級 ２級 ３級

東京都 栃木県 東京都 東京都
文京SC 宇都宮短期大学付属高校SC 明治碧剣会SC ＨＯＳＥＩSC

藪内　律喜 浅田　初花那 外山　耕大 須磨　朔
５級～１０級 米田西小学校 富山高等学校 大宮中学校 北小学校（大泉町）

５級 ５級 ６級 ５級
兵庫県 富山県 東京都 群馬県

高砂武蔵SC 雄翔会富山SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

中村　穂高 長谷川　雅 平野　歩夢 櫻井　大輝
初段以上 日本大学 常磐会学園大学

初段 二段 初段 二段
京都府 大阪府 千葉県 大阪府

葵彗館SC 東大阪攻誠館SC 文京SC 富翔館SC
塩木　友仁 黒川　桂吾 田口　優斗 斎藤　翼早

１級～３級 甲西高等学校 桜丘中学校 専修大学 横浜創学館高等学校
１級 １級 １級 ３級

滋賀県 大阪府 埼玉県 神奈川県

滋賀健心塾SC 枚方友心館SC 県立武道館SC
川戸　渚 石本　優雅 菅井　心晴 長束　郁澄

４級・５級 ウトナイ小学校 宝殿中学校 浜中学校 向陽台小学校
４級 ４級 ５級 ４級

北海道 兵庫県 神奈川県 大阪府

苫小牧沼ノ端SC 高砂武蔵SC 横浜杉田SC 富翔館SC
間弓　蓮士 照井　璃 大石　圭海 大塚　創護

６級・７級 荒浜中学校 天満小学校 信達小学校 きのくに子どもの村小学校

７級 ７級 ６級 ６級
福島県 兵庫県 大阪府 大阪府

兵庫真成苑SC 大阪有朋館SC 富翔館SC
関川　陽仁 金子　丈琉 横田　淳 古谷　圭宏

８級～１０級 新津第三小学校 石坂小学校 金透小学校 藤沢北小学校
８級 ９級 ９級 ９級

新潟県 新潟県 福島県 埼玉県

新潟ＮＳSC 新潟ＮＳSC 拓心館武蔵会SC

長谷川　進

三位

長剣両手

二段

三位
葵彗館SC

楯小太刀

大阪府

中村　穂高

京都府

部外競技（長剣両手、楯小太刀、楯長剣、短刀、短槍、長槍、棒、杖、長巻、楯短刀）

東大阪攻誠館SC

二段



楯長剣代表
（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

市古　憲一郎 原科　太一 内藤　洋平 門脇　髙空
初段以上

二段 三段 二段 二段
兵庫県 栃木県 東京都 兵庫県

兵庫真成苑SC 文京SC 令剣会SC 神戸鈴蘭台SC
宮津　聡 鈴木　風太 大森　柚輝 河野　開斗

１級 長尾中学校 明治大学 黒磯高等学校 関東学院大学
１級 １級 １級 １級

兵庫県 東京都 栃木県 神奈川県

兵庫刀流館SC 明治碧剣会SC 夢翔館大田原SC 関東学院大学燿剣会SC

渡邉　修永 菊澤　直樹 金子　晴恒 CHUNG WOO SUNG
２級～４級 相原高等学校 関東学院大学 宮内中学校 北海道大学

２級 ２級 ３級 ２級
神奈川県 神奈川県 新潟県 北海道大学

県立武道館SC 関東学院大学燿剣会SC 新潟ＮＳSC 北大翠剣会SC
佐々木　楓 恩田　友 磯　藍里

５級～１０級 中藤小学校 堤岡中学校 上溝南中学校
６級 ５級 ５級

福井県 新潟県 神奈川県
福井新田塚SC 新潟錬成館SC 相模原磯SC

優　勝 準優勝

舟橋　卓志 河原　瑠我 関口　将貴 川田　雄太郎
全段級

（１０級以上） 長巻　初段 長槍　初段 長巻　初段 長槍　二段
東京都 新潟県 東京都 香川県

文京SC 新潟ＮＳSC 令剣会SC ＤｒｅａｍＷａｙ屋島SC

優　勝 準優勝

依田　純太 中森　唯斗 風魔　忍 田中 裕士
全段級 金沢大学

（１０級以上） 二段 初段 六段 初段
兵庫県 神奈川県 神奈川県 石川県

高砂純心SC 文京SC DREAMWAY湘南SC 文京SC

優　勝 準優勝 三位

岩田　徹二 天野　光教 東　洋介
全段級

（１０級以上） 二段 二段 二段
愛知県 神奈川県 神奈川県

名古屋武遊殿SC 湘南藤沢SC 横浜馬車道SC

優　勝 準優勝 三位

伊藤　真樹男 宮本　真也 今林　武志
全段級 大阪大学

（１０級以上） 短槍　二段 楯短刀　三段 短槍　１級
埼玉県 神奈川県 大阪府

埼玉三郷SC 横浜杉田SC

兵庫真成苑SC

三位

杖・短槍・楯短刀

楯長剣

三位

楯長剣　二段
兵庫県

長槍・長巻

市古　憲一郎

短　刀

棒

三位



優　勝 準優勝

藤谷　恭信 福島　誠次 川田　雄太郎 永井　五月
三段以上

五段 三段 三段 五段
岡山県 兵庫県 香川県 神奈川県

ＴＳＫSC 高砂武蔵SC Dream Way 屋島SC 県立武道館SC
吉村　美穂 浦川　渚人 松田　実来 小笠原　和真

二　段
二段 二段 二段 二段

千葉県 兵庫県 神奈川県 静岡県
蓮心SC 高砂武蔵SC スポチャンつばさクラブ 富士鷹岡SC

細川　智穂 和田　奈々 水野　和輝 遠矢　妃莉
初　段 東海大学付属高輪台高等学校 四條畷高等学校 交野高等学校

初段 初段 初段 初段
東京都 愛知県 大阪府 大阪府

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 愛知童夢殿SC 枚方友心館SC 枚方友心館SC
黒川　桂吾 栗原　悠里 渡邉　珠怜 安部　晴人

１級 桜丘中学校 日本女子大学 東高等学校（横浜市） 羽田中学校
１級 １級 １級 １級

大阪府 神奈川県 神奈川県 東京都
枚方友心館SC スマイルSC 県立武道館SC 大田区護身SC

磯　芽依 水野　陽太 浅田　星來 宮之前　咲愛
２級・３級 西那須野中学校 枚方第四中学校 藤ノ木小学校 横須賀学院高等学校

３級 ２級 ３級 ３級
栃木県 大阪府 富山県 神奈川県

夢翔館大田原SC 枚方友心館SC 雄翔会富山SC 山王台SC
石本　蘭奈 河内　唯里 佐藤　瑠美奈 長手　凛

４級・５級 米田小学校 玉美小学校 小千谷西高等学校 英田北小学校
５級 ４級 ４級 ４級

兵庫県 大阪府 新潟県 大阪府
高砂武蔵SC 大阪蒼龍館SC 新潟ＮＳSC 大阪蒼龍館SC
森本　椋太 岩松　奏玖 湯川　真奈 照井　璃

６級・７級 氷丘小学校 豊小学校 堀川小学校 天満小学校
６級 ６級 ７級 ６級

兵庫県 福井県 神奈川県 兵庫県
高砂武蔵SC 福井青空SC 秦野紫電塾SC 兵庫真成苑SC
松本　哲 石本　瑠奈 森本　絢介 湯川　茜奈

８級～１０級 米田西小学校 米田小学校 氷丘小学校 堀川小学校
９級 ９級 ９級 ８級

兵庫県 兵庫県 兵庫県 神奈川県
高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 秦野紫電塾SC

森口　結斗 塩入　耕太朗 手嶋　高太郎 土屋　考司
池上小学校 大宮中学校 栗林小学校 大宮中学校

長剣両手　６級 長剣両手　６級 小太刀　５級 小太刀　６級
東京都 東京都 香川県 東京都

大田区護心SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ ＤｒｅａｍＷａｙ屋島SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ
河野　開斗 佐藤　芳基

関東学院大学
長剣フリー　初段 長槍　五段

神奈川県 千葉県
関東学院大学燿剣会SC

三位

【個人戦】　基本動作 部門

（順位なし）

フェアプレー賞



レディース
チャンピオン

（グラチャン戦出場）

優　勝 準優勝

木岡　夢結 長谷川　雛 安田　真央 井村　優希
全段級 富田林高等学校 邑久中学校

（１０級以上） １級 二段 ３級 ５級
大阪府 兵庫県 岡山県 東京都

大阪蒼龍館SC 東大阪攻誠館SC ＴＳＫSC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

優　勝 準優勝

吉田　桜香 落合　早輝 磯　芽依 荒尾　梨乃
全段級 大商学園高等学校 北星学園大学 西那須野中学校

（１０級以上） 初段 二段 ３級 二段
大阪府 北海道 栃木県 兵庫県

大阪蒼龍館SC どさんこSC 夢翔館大田原SC 兵庫真成苑SC

優　勝 準優勝

森内　瑞季 山口　悠夏 寺田　絵里香 永井　五月
全段級 大谷大学 　

（１０級以上） 初段 初段 初段 三段
東京都 京都府 兵庫県 神奈川県
文京SC 兵庫刀流館SC 県立武道館SC

優　勝 準優勝

安達　知泉 小川　怜奈 野澤　瑠南 津田　梓
全段級 國學院大學 法政大学

（１０級以上） 長剣両手　初段 長剣両手　初段 長剣両手　初段 長剣両手　２級
東京都 東京都 栃木県 東京都

令剣会SC 國學院武刀会SC 我道SC ＨＯＵＳＥＩSC

優　勝 準優勝

伊藤　紗良 細川　智穂 市古　玖留美 小林　朋佳
全段級 専修大学 東海大学付属高輪台高等学校 大阪ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 早稲田大学

（１０級以上） 楯小太刀　初段 楯小太刀　１級 楯小太刀　二段 楯小太刀　２級
東京都 東京都 兵庫県 東京都

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 兵庫真成苑SC 早稲田剣隼会SC

優　勝 準優勝

吉田　桜香 海保　亜美 森内　瑞季 荒尾　梨乃
全段級 大商学園高等学校 國學院大學

（１０級以上） 楯長剣　初段 長槍　１級 楯長剣　初段 楯長剣　二段
大阪府 千葉県 東京都 兵庫県

大阪蒼龍館SC 國學院武刀会SC 文京SC 兵庫真成苑SC

森内　瑞季

二　刀

【個人戦】　打突競技部門　『レディース』

小太刀

部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）

三位

楯長剣・長槍・長巻

三位

二刀　初段

三位

東京都

三位

文京SC

三位

部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、短槍、長槍、棒、杖、長巻、楯短刀）

長剣フリー

楯小太刀・短刀・短槍・楯短刀

三位

長剣両手・杖・棒


