
優　勝 準優勝

坂間　奏多 俵迫　瑛翔 細川　智穂 石川　蓮
８級～１０級 神戸小 座間小 高井戸第四小 与進中

基本動作８級 基本動作８級 基本動作９級 基本動作８級
（静岡県） （神奈川県） （東京都） （静岡県）

富士鷹岡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

伊藤　寛記 畑中　惟吹 長谷川　進 八重樫　春菜
３級～７級 桜の宮小 倉治小 孔舎衛小 福栄中

基本動作５級 基本動作３級 基本動作６級 基本動作３級
（兵庫県） （大阪府） （大阪府） （千葉県）

師承館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 東大阪攻誠館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

和田　いくな 谷内　美紀 竹田　圭佑 疋田　輝道
１級～２級 南稜中 クラーク記念国際高 雄新中 杉中

基本動作１級 基本動作１級 基本動作２級 基本動作２級
（愛知県） （神奈川県） （愛媛県） （大阪府）

県立武道館スポチャンクラブ 松山竹田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

武井　綾音 尾田　浩江 野村　五月 井川　啓貴
初段以上 国分高 早稲田大 川之江高

基本動作二段 基本動作三段 基本動作三段 基本動作二段
（千葉県） （徳島県） （神奈川県） （愛媛県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば 阿波の禅板野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 仁武館愛媛ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

武井　綾音
基本動作 国分高

グランドチャンピオン 基本動作二段
（千葉県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

優　勝 準優勝

長谷川　翔万 藤田　浩将 小笠原　吾朗 和田　奈々
８級～１０級 与進小 竜洋東小 光明小 植田小

小太刀８級 小太刀８級 小太刀８級 小太刀８級
（静岡県） （静岡県） （兵庫県） （愛知県）

磐田竜洋ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

米村　拓真 河村　裕国 今野　浩太郎 滝沢　逸
１級～７級 栄中 日体大 日体大

小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級 小太刀１級
（埼玉県） （愛知県） （神奈川県） （愛知県）

生麦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

藤田　英之 安西　惇 東　憲一 露崎　悟
初段以上 京華高

小太刀初段 小太刀二段 小太刀三段 小太刀初段
（千葉県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば 藤沢青少年会館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ｽﾎﾟﾁｬﾝつばさｸﾗﾌﾞ

藤田　英之
小太刀代表 京華高

小太刀初段
（千葉県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

第５回　田邊杯争奪戦大会

平成２５年５月１９日　　於：静岡市由比体育館

基本動作 部門

３位

打突競技 部門

部内競技

小太刀

３位



優　勝 準優勝

藤田　浩将 石川　蓮 俵迫　瑛翔 坂間　奏多
８級～１０級 竜洋東小 与進中 座間小 神戸小

長剣フリー８級 長剣フリー８級 長剣フリー９級 基本動作８級
（静岡県） （静岡県） （神奈川県） （静岡県）

磐田竜洋ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 富士鷹岡ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

米村　拓真 今野　浩太郎 長谷川　雅 井川　裕也
１級～７級 栄中 日体大 孔舎衛中 川之江北中

長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー２級 長剣フリー１級
（埼玉県） （神奈川県） (大阪府） （愛媛県）

生麦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 東大阪攻誠館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

岸下　裕哉 藤田　英之 吉村　明倫 谷山　師俊
初段以上 青山学院大 京華高 帝京大

長剣フリー三段 長剣フリー二段 長剣フリー三段 長剣フリー二段
（神奈川県） （千葉県） （千葉県） （愛知県）

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば 童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

岸下　裕哉
長剣フリー代表 青山学院大

長剣フリー三段
（神奈川県）

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

俵迫　英樹 和田　いくな 今井　祥貴 前川　祥輝
１級～１０級 南稜中 中宮中 枚方第四中

二刀１級 二刀４級 二刀２級 二刀３級
（神奈川県） （愛知県） （大阪府） （大阪府）

枚方友心館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

藤岡　秋介 矢倉　士 金田　寿正 加藤　卓也
初段以上 國學院大 四條畷学園大 明治大

二刀二段 二刀二段 二刀三段 二刀初段
（神奈川県） （千葉県） （東京都） （東京都）

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 千葉童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 護心館渋谷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

藤岡　秋介
長剣フリー代表 國學院大

二刀二段
（神奈川県）

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

東　憲一 矢倉　匡 松本　晋和 五島　優
桜丘北小 横浜商科大付属高

楯小太刀四段 楯小太刀７級 楯小太刀二段 楯小太刀３級
（神奈川県） （千葉県） （神奈川県） （神奈川県）

ｽﾎﾟﾁｬﾝつばさｸﾗﾌﾞ 千葉童心塾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 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

藤田　英之 河村　直仁 内野　健司 三野　敦輝
京華高 国士舘大

楯長剣初段 楯長剣三段 楯長剣初段 楯長剣二段
（千葉県） （愛媛県） （神奈川県） （神奈川県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば 仁武館愛媛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 坂出無心会ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

堀井　慎介 金田　寿正 岩田　徹二 武井　綾音

長剣両手初段 長剣両手五段 長剣両手三段 長剣両手１級
（富山県） （東京都） （愛知県） （千葉県）

護心館渋谷ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

長剣フリー

３位

二　刀

部外競技

楯小太刀

楯長剣

長剣両手



優　勝 準優勝

神谷　幸博 吉本　和明 多田　栞 池田　淳
野津田高

短槍三段 短槍二段 短槍１級 短槍二段
（神奈川県） （神奈川県） （神奈川県） （埼玉県）

横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ ｽﾎﾟﾁｬﾝつばさｸﾗﾌﾞ 県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 生麦ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

田邊　賢一 門脇　直彦 杉山　誠 山口　優平

長槍七段 長槍三段 長槍四段 長槍三段
（神奈川県） （兵庫県） （福岡県） （神奈川県）

横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 神戸小部東ほっとｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ AUNK藤沢ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

和田　いくな 古谷　誠貴 葉栗　翔 松村　広貴
南稜中 明治大

短刀１級 短刀二段 短刀初段 短刀１級
（愛知県） （静岡県） （神奈川県） （東京都）

横浜杉田ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

藤田　英之
部外競技代表 京華高

楯長剣初段
（千葉県）

童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞちば

藤岡　秋介
打突競技 國學院大

グランドチャンピオン 二刀二段
（神奈川県）

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 土佐龍馬ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ
（神奈川県） （高知県）

基本動作 野村　五月 野村　美雪
基本動作三段 基本動作四段

藤岡　秋介 山岡　美奈歩
基本動作二段 基本動作１級

多田　栞  山岡　広美
基本動作初段 基本動作四段

県立武道館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ 千葉童心塾ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ
（神奈川県） （千葉県）
松本　晋和 矢倉　士

合　戦 小太刀三段 長剣フリー二段

320cm以下 岸下　裕哉 矢倉　史也
長剣フリー三段 小太刀初段

藤岡　秋介 近藤　寛徒
長剣フリー二段 小太刀２級

野村　五月 矢倉　匡
小太刀二段 長剣フリー４級

古谷　誠貴 岩尾　光平
短刀 初段以上・二刀

短刀二段 二刀三段
（静岡県） （東京都）

短　槍

３位

長　槍

短　刀

スポチャンクラブ対抗戦

フェアプレー賞

yumi
ノート注釈
yumi : Accepted

yumi
ノート注釈
yumi : Accepted


