
優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

文京SC 枚方友心館SC 鹿児島練成会SC
小山 雅史 濵田 陸海 井川 繁樹

長剣フリー 三段 長剣フリー 二段 長剣フリー 七段

合　戦 原科 太一 今井 祥貴 平良 好弘
（320㎝以下） 長剣フリー 二段 長剣フリー 初段 長剣フリー 四段

伊藤 和規 辻 陽太 川崎 勝洋
小太刀 初段 小太刀 2級 小太刀 四段

大平 峻也 遠矢 楓翔 竹内 正浩
小太刀 初段 小太刀 2級 小太刀 初段

東京都 大阪府 鹿児島県

優　勝 準優勝 ３位 敢闘賞

枚方友心館SC 土佐龍馬SC 鹿児島練成会SC
竹中 優生 頭本 紗樹 井川 繁樹
小太刀 二段 小太刀 二段 長剣両手 五段

基本動作 竹中 美優 山本 里香 平良 好弘
（3名同時） 小太刀 二段 小太刀 二段 長剣両手 初段

遠矢 妃莉 山崎 真司 川崎 勝洋
小太刀 ２級 小太刀 1級 長剣両手 初段

大阪府 高知県 鹿児島県

グランド
チャンピオン

栃木県 香川県

文京SC DreamWay屋島SC

原科 太一 髙杉 実奈美
高松桜井高等学校

二刀 三段 基本動作 二段

基本動作 部門

【個人戦】

打突競技　部門（男子） 基本動作　部門

第４回田邊哲人杯争奪戦大会
兼　世界選手権大会 日本代表選考会

2019年6月16日　　於：高松市牟礼総合体育館

【団体戦】

打突競技 部門



磯上 裕宜
小太刀代表

（グラチャン戦出場） 五段

兵庫県

兵庫真成苑SC

優　勝 準優勝

横山 結愛 美濃 拓昇 石本 蘭奈 松田 透弥
8級～10級 富熊小学校 川東小学校 米田小学校 荒井小学校

10級 8級 9級 9級

香川県 香川県 兵庫県 兵庫県

坂出無心会SC DreamWay屋島SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

外間 實晃 大西 蒼真 山田 和晃蓮 橋本 尚也
４級～7級 米田小学校 邑久小学校 菩提寺北小学校 浜の宮小学校

4級 7級 5級 4級

兵庫県 岡山県 滋賀県 兵庫県

高砂武蔵SC ＴＳＫSC 滋賀櫻和会SC 高砂武蔵SC

齋藤 亮 塩木 友仁 朝藤 宇宙 椎葉 海人
1級～3級 國學院大學 甲西北中学校 國學院大學 丸亀東中学校

1級 3級 1級 2級

東京都 滋賀県 東京都 香川県

國學院武刀会SC 滋賀健心塾SC 國學院武刀会SC 坂出無心会SC

磯上 裕宜 依田 純太 山口 雄大 坂本 淳平
初段以上 立命館大学

五段 二段 初段 二段

兵庫県 兵庫県 大阪府 奈良県

兵庫真成苑SC 高砂純心SC 奈良三郷SC

門脇 髙空
長剣フリー代表 大阪産業大学

（グラチャン戦出場） 二段

兵庫県

神戸小部東ほっとSC

優　勝 準優勝

小野 源司 藪内 律喜 柳生 爽羽 藤谷 鷲
8級～10級 成和小学校 米田西小学校 富熊小学校 操明小学校

8級 9級 9級 9級

大阪府 兵庫県 香川県 岡山県

東大阪攻誠館SC 高砂武蔵SC 坂出無心会SC ＴＳＫSC

安田 真央 名嶋 啓次朗 久保 結菜 藤澤 郁哉
6級～7級 邑久小学校 米田小学校 川西小学校 向陽台小学校

7級 7級 6級 6級

岡山県 兵庫県 大阪府 大阪府

ＴＳＫSC 高砂武蔵SC 富翔館SC 富翔館SC

石田 大悟 椎葉 楓 植松 秋月 藤井 悠成
3級～5級 雄山中学校 飯野小学校 宝殿中学校 富熊小学校

5級 4級 3級 5級

富山県 香川県 兵庫県 香川県

藤ノ木SC 坂出無心会SC 高砂武蔵SC 坂出無心会SC

三木 郁弥 櫻井 碧翔 楠瀬 拓真 藤澤 誠二
1級～2級 第一中学校（冨田林市） 立命館大学

1級 2級 1級 1級

奈良県 大阪府 大阪府 大阪府

奈良三郷SC 富翔館SC 富翔館SC

門脇 髙空 冨田 剛弘 市古 憲一郎 堀田 和希
初段以上 大阪産業大学 國學院大學 関西外国語大学 興國高等学校

二段 二段 二段 初段

兵庫県 東京都 兵庫県 大阪府

神戸小部東ほっとSC 國學院武刀会SC 兵庫真成苑SC Ｙａｔｏｏ！館SC

３位

部内競技
小太刀

３位

長剣フリー

【個人戦】　打突競技 部門



原科 太一
二刀代表

（グラチャン戦出場） 三段

栃木県

文京SC

優　勝 準優勝
藤井 洸鷹 高岡 敦士 遠矢 楓翔 中村 穂高

1級～10級 綾歌中学校 奥田中学校 山田中学校 龍谷大学

1級 3級 3級 2級

香川県 富山県 大阪府 京都府

坂出無心会SC 藤ノ木SC 枚方友心館SC

原科 太一 岩田 晃和 舩越 晋 今井 祥貴
初段以上 東京大学 大阪産業大学

三段 二段 二段 初段

栃木県 愛媛県 東京都 大阪府

文京SC 坂出無心会SC 東大颯剣会SC 枚方友心館SC

武井 裕哉
長剣両手代表 国士館大学

（グラチャン戦出場） 初段

東京都

国士館楓剣会SC

優　勝 準優勝
安信 琳太郎 村上 脩 椎葉 海人 中村 穂高

1級～10級 佛教大学 明治大学 丸亀東中学校 龍谷大学

1級 1級 2級 2級

京都府 東京都 香川県 京都府

佛教大学SC 明治碧剣会SC 坂出無心会SC

武井 裕哉 粟井 聡 石川 寛 渡瀬 健太郎
初段以上 国士館大学 昭和薬科大学

初段 初段 二段 初段

東京都 兵庫県 愛媛県 神奈川県

国士館楓剣会SC 兵庫真成苑SC 仁武館愛媛SC DreamWay湘南SC

優　勝 準優勝
依田 純太 植田 龍弥 竹末 琉生

10級以上 神戸学院大学 流通科学大学

短刀 二段 短刀 初段 短刀 初段

兵庫県 兵庫県 兵庫県

高砂純心SC 兵庫真成苑SC 兵庫真成苑SC

優　勝 準優勝
川田 雄太郎 河原 瑠我 門脇 直彦 川崎 勝洋

10級以上 明治大学

長槍 二段 長槍 初段 長槍 五段 長巻 初段

香川県 東京都 兵庫県 鹿児島県

DreamWay屋島SC 明治碧剣会SC 神戸小部東ほっとSC 鹿児島練成会SC

３位

短刀・短槍・杖・楯短刀

３位

二　刀

３位

部外競技

長剣両手

長槍・棒・長巻

３位



小山 雅史
楯小太刀代表

（グラチャン戦出場） 初段

東京都

文京SC

優　勝 準優勝
藪内 律喜 藤谷 鷲 横山 蒼空 柳生 爽羽

9級～10級 米田西小学校 操明小学校 富熊小学校 富熊小学校

9級 9級 10級 10級

兵庫県 岡山県 香川県 香川県

高砂武蔵SC ＴＳＫSC 坂出無心会SC 坂出無心会SC

小野 源司 石本 優雅 鎌谷 悠翔 谷口 愛迦
7級～8級 成和小学校 米田小学校 米田小学校 米田西小学校

8級 7級 7級 7級

大阪府 兵庫県 兵庫県 兵庫県

東大阪攻誠館SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC 高砂武蔵SC

橋本 尚也 梅谷 彩加 八幡 和磨 久保 結菜
4級～6級 浜の宮小学校 伊保小学校 松柏小学校 川西小学校

5級 5級 5級 6級

兵庫県 兵庫県 愛媛県 大阪府

高砂武蔵SC 高砂純心SC 仁武館愛媛SC 富翔館SC

櫻井 碧翔 大田原 嶺 岡平 博樹 齋藤 亮
1級～3級 第一中学校（冨田林市） 國學院大學 國學院大學

2級 1級 1級 1級

大阪府 東京都 愛媛県 東京都

富翔館SC 國學院武刀会SC 仁武館愛媛SC 國學院武刀会SC

小山 雅史 櫻井 大輝 山口 雄大 福島 誠次
初段以上 東大阪大学柏原高等学校 立命館大学

初段 初段 初段 二段

東京都 大阪府 大阪府 兵庫県

文京SC 富翔館SC 高砂武蔵SC

藤岡 秋介
楯長剣代表

（グラチャン戦出場） 二段

神奈川県

県立武道館SC

優　勝 準優勝
外間 實晃 遠矢 楓翔 名嶋 敬次朗 藤井 悠成

4級～10級 米田小学校 山田中学校 米田小学校 富熊小学校

4級 4級 7級 5級

兵庫県 大阪府 兵庫県 香川県

高砂武蔵SC 枚方友心館SC 高砂武蔵SC 坂出無心会SC

藤井 洸鷹 羽根 愛喜 志垣 大将 楠瀬 拓真
1級～3級 綾歌中学校 甲西北中学校 國學院大學 立命館大学

1級 3級 1級 1級

香川県 滋賀県 東京都 大阪府

坂出無心会SC 滋賀健心塾SC 國學院武刀会SC

藤岡 秋介 長谷川 雅 市古 憲一郎 下夷 竜生
初段以上 関西外国語大学 関西外国語大学 宝塚医療大学

二段 初段 二段 初段

神奈川県 大阪府 兵庫県 兵庫県

県立武道館SC 東大阪攻誠館SC 兵庫真成苑SC 兵庫真成苑SC

３位

楯小太刀

３位

楯長剣



優　勝 準優勝

市古 玖留美 藤原 あず希 松沢 美羽 長谷川 雛
10級以上 明石高等学校 明石南高等学校 明治大学 近畿大学

初段 初段 1級 初段

兵庫県 兵庫県 東京都 大阪府

兵庫真成苑SC 兵庫真成苑SC 明治碧剣会SC 東大阪攻誠館SC

優　勝 準優勝

村上 優 荒尾 梨乃 竹中 美優 高岡 康江
10級以上 縄手中学校 姫路独協大学 大阪国際大学短期大学部

2級 二段 二段 初段

大阪府 兵庫県 大阪府 富山県

東大阪攻誠館SC 兵庫真成苑SC 枚方友心館SC 藤ノ木SC

優　勝 準優勝

遠矢 妃莉 今井 祥乃 谷口 一愛 松沢 美羽
10級～1級 山田中学校 龍谷大学 明治大学

二刀 4級 二刀 1級 楯長剣 1級 長槍 1級

大阪府 京都府 兵庫県 東京都

枚方友心館SC 高砂武蔵SC 明治碧剣会SC

森内 瑞季 長谷川 雛 頭本 紗樹 綿引 真紀
初段以上 近畿大学 高知大学

楯長剣 初段 楯長剣 初段 二刀 初段 楯長剣 初段

東京都 大阪府 高知県 富山県

文京SC 東大阪攻誠館SC 土佐龍馬SC 雄翔会SC

小太刀

３位

長剣フリー

３位

【個人戦】　女子の部

３位

二刀・長剣両手・楯小太刀・楯長剣・短刀・短槍・楯短刀・長槍・棒・杖・長巻



優　勝 準優勝
石本 蘭奈 三谷 聡士朗 藤谷 鷲 柳生 爽羽

8級～10級 米田小学校 花園小学校 操明小学校 富熊小学校

9級 9級 9級 9級

兵庫県 香川県 岡山県 香川県

高砂武蔵SC DreamWay屋島SC ＴＳＫSC 坂出無心会SC

梅谷 彩加 名嶋 敬次朗 小野 源司 藤田 穏空
5級～7級 伊保小学校 米田小学校 成和小学校 浜の宮小学校

6級 7級 7級 5級

兵庫県 兵庫県 大阪府 兵庫県

高砂純心SC 高砂武蔵SC 東大阪攻誠館SC 高砂武蔵SC

遠矢 妃莉 遠矢 楓翔 山田 和歌杏 椎葉 海人
2級～4級 山田中学校 山田中学校 甲西北中学校 丸亀東中学校

2級 2級 2級 2級

大阪府 大阪府 滋賀県 香川県

枚方友心館SC 枚方友心館SC 滋賀櫻和会SC 坂出無心会SC

細川 智穂 川本 衛治 高岡 敦士 藤原 あず希
1　級 神明中学校 奥田中学校 明石南高等学校

1級 1級 1級 1級

東京都 愛媛県 富山県 兵庫県

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 松山SC 藤ノ木SC 兵庫真成苑SC

伊藤 寛記 今井 祥乃 櫻井 大輝 野中 翔
初　段 関西学院高等部 龍谷大学 東大阪大学柏原高等学校 龍谷大学

初段 初段 初段 初段

兵庫県 京都府 大阪府 大阪府

神戸小部東ほっとSC 富翔館SC 東大阪攻誠館SC

髙杉 実奈美 川田 雄太郎 井川 繁樹 福島 誠次
二段以上 高松桜井高等学校

二段 四段 五段 二段

香川県 香川県 鹿児島県 兵庫県

DreamWay屋島SC DreamWay屋島SC 鹿児島練成会SC 高砂武蔵SC

田中 雄太 柳生 爽羽 大平 峻也
長剣両手 初段以上 楯小太刀 9～10級 楯小太刀 初段以上

順位なし 立命館大学 富熊小学校

初段 10級 初段

京都府 香川県 東京都

坂出無心会SC 文京SC

【個人戦】　基本動作 部門

３位

フェアプレー賞


