
優　勝 準優勝 ３位

生麦SC 國學院武刀会SC 明治碧剣会SC
（埼玉県） （東京都） （東京都）

伊藤　真樹男 内藤　洋平 中林　駿太
合　戦 長剣フリー二段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

（320㎝以下） 米村　拓真 神戸　昇太 氏家　章雄
長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

小野　優真 太平　峻也 花園　翔太
長剣フリー初段 長剣フリー初段 長剣フリー初段

優　勝 準優勝 ３位

童心塾SCちば 群馬飛心館SC 愛知童夢殿SC
（千葉県） （群馬県） （愛知県）

武井　綾音 南雲　大吾 和田　いくな
基本動作 基本動作三段 基本動作二段 基本動作初段

（３名同時） 吉村　美穂 内藤　善幸 瀬口　隼哉
基本動作二段 基本動作初段 基本動作初段

鈴木　優一 川村　雄輝 和田　奈々
基本動作７級 基本動作１級 基本動作３級

グランド
チャンピオン

優　勝 準優勝 ３位

多田　悟 細川　健一 田水　秀典
オヤカタ 二刀五段 二刀七段 楯小太刀六段

神奈川県 東京都 広島県

県立武道館SC 挑錬侍館SC TOKYO 広島大和SC

武井　綾音 綿引　真紀 高岡　康江
女オヤブン 二刀初段 楯長剣初段 楯長剣初段

千葉県 富山県 富山県

童心塾SCちば 雄翔会富山SC 雄翔会富山SC

打突競技　部門

【クラブチーム対抗戦】

打突競技 部門

基本動作 部門

【個人戦】

基本動作　部門

千葉県

千葉童心塾優士SC 童心塾SCちば

【個人戦】

マスター打突競技　部門

市川南高校

長剣フリー二段 基本動作二段

千葉県

第７回　田邊杯争奪戦大会
　　　　　　兼世界選手権大会 日本代表選考会

平成27年5月17日　　於：静岡市由比体育館

矢倉　士 吉村　美穂
四條畷学園大学



佐々木　晟人
小太刀代表 尼崎高校

（グラチャン戦出場） 初段

兵庫県

松朗館SC

優　勝 準優勝

矢倉　匡 佐藤　颯 寺澤　史樹 阿部　大祐
６級～10級 第四中学校 大里小学校 東山小学校 春日井小学校

６級 ７級 ７級 ８級

千葉県 山梨県 愛知県 愛知県

千葉童心塾優士SC 小瀬SC 名古屋武遊殿SC 名古屋武遊殿SC

高岡　敦士 二渡　泰輔 近藤　寛徒 小島　千布
１級～５級 奥田北小学校 國學院大學 香里丘高校 一般

５級 ２級 ２級 １級

富山県 東京都 千葉県 愛知県

雄翔会富山SC 國學院武刀会SC 千葉童心塾優士SC 愛知童夢殿SC

佐々木　晟人 イ・サンヒョック 五島　優 佐藤　隆二
初　段 尼崎高校 東京大学 国士舘大学 明治大学

初段 初段 初段 初段

兵庫県 東京都 神奈川県 東京都

松朗館SC 東大颯剣会SC 県立武道館SC 明治碧剣会SC

原科　太一 井川　啓貴 加藤　卓也 古川　昇
二段以上 横浜国立大学 四国医療専門学校 一般 一般

二段 二段 二段 二段

栃木県 愛媛県 東京都 滋賀県

夢翔館大田原SC 仁武館愛媛SC 道心塾大津SC

矢倉　士
長剣フリー代表 四條畷学園大学
（グラチャン戦出場） 二段

千葉県

千葉童心塾優士SC

優　勝 準優勝

吉村　美穂 和田　奈々 渡辺　菜々美 川村　雄輝
１級～10級 市川南高校 南稜中学校 一般 伊勢崎工業高校

１級 ３級 ２級 ２級

千葉県 愛知県 新潟県 群馬県

童心塾SCちば 愛知童夢殿SC 新潟ＮＳSC 群馬飛心館SC

矢倉　士 大平　峻也 藤岡　秋介 片山　諒
初段以上 四條畷学園 國學院大學 神戸大学 一般

二段 初段 三段 二段

千葉県 東京都 大阪府 山口県

千葉童心塾優士SC 國學院武刀会SC 大阪蒼龍館SC 山口川上SC

３位

長剣フリー

３位

打突競技 部門

部内競技

小太刀



馬淵　翔
二刀代表 法政大学

（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

高岡　大翔 鈴木　豊 萩原　涼 堂山　愛莉紗
１級～10級 南高校 一般 國學院大学 稗原小学校

３級 １級 １級 ５級

富山県 静岡県 東京都 神奈川県

雄翔会富山SC 國學院武刀会SC スポチャンつばさクラブ

馬淵　翔 小山　雅史 氏家　章雄 三野　敦輝
初段以上 法政大学 一般 明治大学 一般

二段 初段 初段 二段

神奈川県 東京都 東京都 香川県

県立武道館SC 明治碧剣会SC 坂出無心会SC

藤岡　秋介
楯小太刀代表 神戸大学
（グラチャン戦出場） 初段

大阪府

大阪蒼龍館SC

優　勝 準優勝
竹田　圭佑 長浜　恵太郎 来城　遼平 細川　智穂

１級～10級 雄新中学校 西田地方小学校 石和西小学校 高井戸第四小学校

３級 ５級 ９級 １０級

愛媛県 富山県 山梨県 東京都

松山竹田SC 雄翔会富山SC 小瀬SC 挑錬侍館SC TOKYO

藤岡　秋介 矢倉　士 田中　秀人 依田　雪江
初段以上 神戸大学 四條畷学園大学 早稲田大学 一般

初段 初段 初段 二段

大阪府 千葉県 東京都 兵庫県

大阪蒼龍館SC 童心塾優士SC 早稲田剣隼会SC 高砂純心SC

優　勝 準優勝
佐々木　晟人 東　洋介 鈴木　豊 林　直弥

10級以上 尼崎高校 一般 一般 一般

初段 初段 １級 初段

兵庫県 神奈川県 静岡県 愛知県

松朗館SC 横浜杉田SC 名古屋武遊殿SC

優　勝 準優勝
瀬口　隼哉 濱本　祥吾 松村　広貴 菅田　勝治

10級以上 緑高校 宇部高専 明治大学 一般

初段 初段 １級 三段

愛知県 山口県 東京都 新潟県

愛知童夢殿SC 山口川上SC 明治碧剣会SC 新潟ＮＳSC

３位

楯長剣

３位

楯小太刀

二　刀

３位

部外競技

長剣両手

３位



優　勝 準優勝
古川　昇 瀬口　憲一 山口　優平 加藤　龍彦

10級以上 一般 一般 一般 国士舘大学

三段 四段 三段 初段

滋賀県 愛知県 神奈川県 東京都

道心塾大津SC 愛知童夢殿SC AUNK藤沢SC 国士舘楓剣会SC

優　勝 準優勝
和田　いくな 古谷　誠貴 岩尾　光平 河村　裕国

10級以上 豊橋商業高校 一般 一般 一般

初段 ２級 二段 初段

静岡県 静岡県 東京都 愛知県

愛知童夢殿SC 静岡紫誠塾SC 名古屋武遊殿SC

優　勝 準優勝 ３位

宮本　真也 眞保　篤 伊藤　真樹男
10級以上 神奈川県立保健福祉大学 一般 東京柔道整復専門学校

初段 二段 初段

神奈川県 神奈川県 埼玉県

横浜杉田SC 横浜杉田SC 生麦SC

優　勝 準優勝
岩田　徹二 高岡　康江

10級以上 一般 一般

二段 二段

愛知県 富山県

名古屋武遊殿SC 雄翔会富山SC

優　勝 準優勝

鈴木　優一 内藤　颯亮 和田　京悟 加藤　祥太
７級～１０級 鷺沼小学校 朝日小学校 新和小学校 立花小学校

7級 7級 ７級 １０級

千葉県 群馬県 埼玉県 埼玉県

童心塾SCちば 群馬飛心館SC 生麦SC 生麦SC

高岡　敦士 和田　奈々 伊藤　寛記 石井　優希
１級～６級 奥田北小学校 南稜中学校 桜の宮小学校 松蔭大学

５級 ３級 ２級 ２級

富山県 愛知県 兵庫県 神奈川県

雄翔会富山SC 愛知童夢殿SC 師承館SC 県立武道館SC

和田　いくな 加藤　巧 佐々木　晟人 遠藤　留唯
初　段 豊橋商業高校 彦成中学校 尼崎高校 足柄高校

初段 初段 初段 初段

愛知県 埼玉県 兵庫県 神奈川県

愛知童夢殿SC 生麦SC 松朗館SC スポチャンつばさクラブ

吉村　美穂 片山　諒 武井　綾音 浦川　渚人
二段以上 市川南高校 一般 神田外国語学院 甲南大学

二段 二段 三段 二段

千葉県 山口県 千葉県 兵庫県

童心塾SCちば 山口川上SC 童心塾SCちば 高砂武蔵SC

棒

基本動作 部門

３位

３位

短　刀

３位

短　槍

長　槍


