
優勝 準優勝 ３位

スポチャンつばさクラブﾞ 童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ

（神奈川県） (千葉県） (神奈川県）
吉本　和明 武井　綾音 松本　晋和

団体戦 小太刀五段 小太刀二段 小太刀三段
東　憲一 吉村　美穂 伊織　奨悟

長剣フリー五段 長剣フリー初段 長剣フリー初段
田村　勇樹 藤田　英之 馬淵　翔
二刀四段 二刀二段 二刀２級

優勝 準優勝 ３位
県立武道館スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

（神奈川県） （神奈川県） （千葉県）
基本動作 野村　五月 眞保　篤 桐生　朋哉

（３名同時） 基本動作三段 基本動作五段 基本動作７級

岸下　裕哉 葉栗　翔 宮崎　元汰
基本動作二段 基本動作二段 基本動作７級

西村　知也 宮本　真也 鈴木　優一
基本動作初段 基本動作二段 基本動作７級

グランド

チャンピオン

第６回　田邊杯争奪戦大会

平成２６年５月１８日　　於：静岡市由比体育館

打突競技 部門
【クラブチーム対抗戦】

【個人戦】　
基本動作　部門 打突競技　部門

基本動作二段 二刀二段

基本動作 部門

武井　綾音 伊藤　真樹男
東京柔道整復専門学校

（千葉県） （埼玉県）

童心塾スポチャンクラブちば 生麦スポチャンクラブ



伊藤　真樹男
小太刀代表 東京柔道整役専門学校

（グラチャン戦出場） 小太刀三段

（埼玉県）

生麦スポチャンクラブ

優　勝 準優勝

高岡　敦士 来城　遼平 佐藤　連太朗 櫻井　実希
７級～１０級 奥田北小学校 石和西小学校 伊勢小学校 鷹岡小学校

小太刀８級 小太刀９級 小太刀９級 小太刀８級

（富山県） （山梨県） （山梨県） （静岡県）

雄翔会富山スポチャンクラブ 小瀬スポチャンクラブ 小瀬スポチャンクラブ 富士鷹岡スポチャンクラブ

竹田　圭佑 南　元喜 田中　秀人 加藤　巧
１級～６級 雄新中学校 早稲田大学 早稲田大学 彦成中学校

小太刀２級 小太刀２級 小太刀２級 小太刀６級

（愛媛県） （東京都） （東京都） （埼玉県）

松山竹田スポチャンクラブ 埼玉三郷スポチャンクラブ

神戸　昇汰 長浜　俊一 井出　雅大 鬼頭　岳嗣
初　　段 國學院大學 国工館大学

小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段

（東京都） （富山県） （静岡県） （東京都）

雄翔会富山スポチャンクラブ 富士鷹岡スポチャンクラブ

伊藤　真樹男 松本　晋和 武井　綾音 池田　淳
二段以上 東京柔道整役専門学校

小太刀三段 小太刀三段 小太刀二段 小太刀二段
（埼玉県） （神奈川県） （千葉県） （埼玉県）

生麦スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 生麦スポチャンクラブ

３位

打突競技 部門
部内競技
小太刀



米村　拓真
長剣フリー代表 三郷栄中学校
（グラチャン戦出場） 長剣フリー初段

（埼玉県）

埼玉三郷スポチャンクラブ

優　勝 準優勝

近藤　寛徒 長浜　恵太郎 桐生　純佳 渡邊　涼平
１級～１０級 桜丘中学校 西田地方小学校 南行徳中学校 東洋大学

長剣フリー１級 長剣フリー７級 長剣フリー５級 長剣フリー１級

（大阪府） （富山県） （千葉県） （東京都）

童心塾優士スポチャンクラブ 雄翔会富山スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

米村　拓真 諏訪　匠 瀨戸　洋任 佐藤　陽平
初　　段 三郷栄中学校 明治大学 四日市大学

長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

（埼玉県） （東京都） （愛知県） （愛知県）

埼玉三郷スポチャンクラブ

岩尾　光平 浦川　渚人 岩田　徹二 藤田　英之
二段以上 甲南大学 京華高等学校

長剣フリー三段 長剣フリー二段 長剣フリー四段 長剣フリー二段

（東京都） （兵庫県） （愛知県） （千葉県）

高砂武蔵スポチャンクラブ 名古屋武遊殿スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

田村　勇樹
二刀代表 日本大学

（グラチャン戦出場） 二刀四段

（神奈川県）

スポチャンつばさクラブ

優　勝 準優勝

田村　勇樹 矢倉　士 吉村　美穂 川田　雄太郎
１０級以上 日本大学 四條畷学園大学 市川南高等学校

二刀四段 二刀二段 二刀１級 二刀二段

（神奈川県） （大阪府） （千葉県） （香川県）

スポチャンつばさクラブ 童心塾優士スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

二　 刀

３位

長剣フリー

３位



小山　雅史
部外競技代表 国士舘大学
（グラチャン戦出場） 長剣両手初段

（東京都）

優　勝 準優勝

小山　雅史 沖牟田　一之 綿引　真紀 佐々木　晟人
国士舘大学 尼崎高等学校

長剣両手初段 長剣両手初段 長剣両手初段 長剣両手初段

（東京都） （愛知県） （富山県） （兵庫県）

雄翔会富山スポチャンクラブ

優　勝 準優勝

内藤　洋平 吉見　憲一 佐藤　陽平 内野　健司
國學院大學 国士舘大学

短刀初段 短刀五段 短刀二段 短刀１級

（東京都） （千葉県） （愛知県） （神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ

優　勝 準優勝

山口　優平 石光　大生 川田　多美子 柴田　智弘
國學院大學

長槍三段 長槍初段 長槍二段 長槍初段

（神奈川県） （東京都） （香川県） （三重県）

AUNK藤沢スポチャンクラブ DreamWay屋島ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝

岩田　徹二 細川　健一 杉山　誠 中村　将史

棒二段 棒七段 棒三段 棒初段

（愛知県） （東京都） （福岡県） （愛知県）

名古屋武遊殿スポチャンクラブ 挑錬侍館ｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞTOKYO 王道塾博多スポチャンクラブ HANDAｽﾎﾟﾁｬﾝｸﾗﾌﾞ柔剣会

優　勝 準優勝

矢倉　士 松本　晋和 野村　五月 武井　綾音
四条畷学園大学 早稲田大学

楯小太刀初段 楯小太刀二段 楯小太刀初段 楯小太刀初段

（大阪府） （神奈川県） （神奈川県） （千葉県）

童心塾優士スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

優　勝 準優勝

東　憲一 宮本　真也 眞保　篤 多田　悟
神奈川県立保健福祉大学

短槍三段 短槍初段 短槍二段 短槍三段

（神奈川県） （神奈川県） （神奈川県） （神奈川県）

スポチャンつばさクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

優　勝 準優勝

瀬口　隼哉 藤田　英之 馬淵　翔 岸下　裕哉
緑高等学校 京華高等学校 法政大学

楯長剣初段 楯長剣初段 楯長剣１級 楯長剣二段

（愛知県） （千葉県） （神奈川県） （神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

３位

３位

３位

３位

３位

長　 槍

棒 ・ 杖

楯小太刀

短　 槍

３位

部外競技

長剣両手

短　 刀

楯長剣

３位



優　勝 準優勝

宮崎　元汰 桐生　朋哉 鈴木　優一 本間　悠太郎
７～１０級 新井小学校 新井小学校 鷺沼小学校 与進小学校

基本動作７級 基本動作７級 基本動作７級 基本動作９級

（千葉県） （千葉県） （千葉県） （静岡県）

童心塾スポチャンクラブちば 童心塾スポチャンクラブちば 童心塾スポチャンクラブちば 浜松スポチャンクラブ

雪吉　莉来 大津　南 桐生　純佳 加藤　巧
１～６級 長船中学校 ルネサンス高等学校 南行徳中学校 彦成中学校

基本動作２級 基本動作１級 基本動作５級 基本動作６級

（岡山県） （神奈川県） （千葉県） （埼玉県）

TSKスポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば 埼玉三郷スポチャンクラブ

吉村　美穂 和田　いくな 福原　さつき 米村　拓真
初　　段 市川南高等学校 豊橋商業高校 栄中学校

基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段 基本動作初段

（千葉県） （愛知県） （新潟県） （埼玉県）

童心塾スポチャンクラブちば 埼玉三郷スポチャンクラブ

武井　綾音 片山　諒 野村　五月 田村　勇樹
二段以上 早稲田大学 日本大学

基本動作二段 基本動作二段 基本動作三段 基本動作三段

（千葉県） （山口県） （神奈川県） （神奈川県）

童心塾スポチャンクラブちば 山口川上スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ

吉見　憲一 米村　拓真
１０級以上・二刀 初段・長剣フリー

三郷栄中学校

二刀五段 長剣フリー初段

（千葉県） （埼玉県）

童心塾スポチャンクラブちば 埼玉三郷スポチャンクラブ

【個人戦】　基本動作 部門
３位

フェアプレー賞


