
優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＩＴＡＬＹ ＪＡＰＡＮ ＧＥＲＭＡＮＹ ＫＯＲＥＡ
国別対抗 CHRISTIAN CAPPUCCIO 原科 太一 JOHANNES GOTTWALD LEE HYOBUN
団体戦 小太刀　二段 小太刀　二段 小太刀　初段 小太刀　初段

National-team GIOVANNI CAFARO 藤岡 秋介 THORSTEN GRIMM SO YUSUKE
Competition 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

FRANCESCO SERRONE 市古 憲一郎 OLIVER DREXLER MIN DAEKYEONG
二刀 二段 二刀 二段 二刀 五段 二刀 二段

ＩＴＡＬＹ ＲＵＳＳＩＡ ＲＯＭＡＮＩＡ ＰＯＬＡＮＤ
国別対抗 ALIBERTI MIRYAM EKATERINA AFANASYEVA SERSEA ERIKA SYLWIA KOSIK
団体戦 小太刀 四段 小太刀　初段 小太刀　４級 小太刀　初段

National-team CONTESIMO ANNACHIARA VARVARA AKINSHINA CONSTANTINESCU MARIA MALGGORZATA SZCZEPANSKA

Competition 長剣フリー 四段 長剣フリー 初段 長剣フリー ６級 長剣フリー 二段

TAFUTO ROBERTAVELIA EKATERINA ZOTOVA DOHOTARU ADELINA KASIA PLICHTA‐SZWARC

二刀 二段 二刀 ６級 二刀 ６級 二刀 １級

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ＪＡＰＡＮ ＩＴＡＬＹ ＲＵＳＳＩＡ ＧＥＲＭＡＮＹ
国別対抗 髙杉 実奈美 ALIBERTI MIRYAM ANTON　RUMYANTSEV JOHANNES GOTTWALD

団体戦 棒　二段 長巻 四段 小太刀　初段 小太刀　初段

National-team 落合　早輝 CONTESIMO ANNACHIARA EKATERINA AFANASYEVA MELISSA SCHMEICHEL

Competition 小太刀 初段 二刀　四段 長剣両手　初段 小太刀　初段

永井 五月 TAFUTO ROBERTAVELIA DMITRII MISHIN OLIVER DREXLER
小太刀　五段 二刀 二段 小太刀　3級 小太刀　六段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

枚方友心館SC 県立武道館SC 文京SC 文京SC
原田 優作 藤岡 秋介 五島　優 井川　啓貴

クラブ対抗 長剣フリー 二段 長剣フリー 三段 長剣フリー 二段 小太刀　二段

団体戦 浜田　陸海 松﨑　直輝 田中　裕士 伊藤　和規
Club-team 小太刀　二段 小太刀 初段 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

Competition 細川　千利 群家　正明 宮田　大樹 竹内　勇輔
小太刀　二段 小太刀 初段 長剣フリー 初段 長剣フリー 初段

今井　祥貴 群家　正浩 大平　峻也
長剣フリー 初段 長剣フリー　1級 小太刀 初段

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

スポチャンつばさクラブ 秦撰組SC 枚方友心館SC 県立武道館SC
クラブ対抗 田村　江見子 大津　南 遠矢　楓翔 渡邉　珠怜

団体戦 楯短刀　五段 小太刀　三段 小太刀　2級 小太刀　2級

Club-team 桶作　公一 竹内　妃那 水野　和輝 渡邉　修永
Competition 楯短刀　四段 小太刀 初段 小太刀　2級 小太刀　3級

柳瀬　幸子 佐藤　優叶 遠矢　妃莉 渡邉　二瑚
楯短刀　三段 小太刀 初段 小太刀　2級 小太刀 2級

３位　Bronze medal

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

打突競技　部門（女子）　Datotsu（WOMAN）

基本動作　部門　Kihondousa

３位　Bronze medal

【団体戦】　スポチャンクラブ対抗戦 部門 Spochan-club Championship Team

打突競技　部門　Datotsu

第４４回　スポーツチャンバラ世界選手権大会

４４rd The World SportSChanbara Championship

令和元年１１月３日　　於：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）

KOMAZAWA Olympic park genetal sports ground Gymnasiom (Tokyo,Japan)  3-Nov-2019

【団体戦】　国別対抗戦 部門 World Championship Team

打突競技　部門（男子）　Datotsu（MAN）



打突競技
グランドチャンピオン

Datotsu
Grand Champion

基本動作
グランドチャンピオン

Kihondousa
Grand Champion

オヤカタ代表
（グラチャン戦出場）

(Grand Champion

tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

多田　悟 OLIVER　DREXLER 川口　伸一 柴田　智弘
三段以上 長槍 五段 二刀 五段 二刀 五段 長巻 二段

3dan and over 神奈川県 ＧＥＲＭＡＮＹ 愛知県 三重県
県立武道館SC ＨＡＮＤＡSC柔剣会

女子代表
（グラチャン戦出場）

(Grand Champion
tournament berth)

海野 悠人 角田 和真 竹末 琉生 宮本　真也
小太刀・１～２級 初段以上・楯小太刀 初段以上・長剣両手 二段・小太刀

明治大学 上智大学 流通科学大学
小太刀 １級 楯小太刀 初段 長剣両手 初段 小太刀 二段

東京都 東京都 兵庫県 神奈川県
明治碧剣会SC 兵庫真成苑SC 横浜杉田SC

藤澤　郁哉
小太刀・３～４級
向陽台小学校

小太刀４級
大阪府

富翔館SC

フェアプレー賞　Fairplay

順位なし

神奈川県  Kanagawa JAPAN

県立武道館SC KENRITSUBUDOUKAN-Spochanclub

神奈川県　　Kanagawa JAPAN

県立武道館SC KENRITSUBUDOUKAN-Spochanclub

得物自由　Emono-free

３位　Bronze medal

【個人戦】　レディース打突競技 部門 Lady’ｓ

女子チャンピオン　Lady's Champion

永井 五月　Nagai Satsuki

楯長剣 三段  Tate-Choken 3dan

兵庫県　 Hyogo JAPAN 神奈川県  Kanagawa JAPAN

兵庫刀流館SC HYOGOTOHRYUKAN-Spochanclub 県立武道館SC KENRITSUBUDOUKAN-Spochanclub

【個人戦】　マスター打突競技 部門 『オヤカタ』　Oyakata

オヤカタチャンピオン　Oyakata Champion

多田　悟　Tada Satoru
長槍 五段　Choso 5dan

宮津 聡  Miyatsu Shin 永井 五月　Nagai Satsuki
丸橋小学校　MARUHASHI-elementaryschool

基本動作 ３級  Kihondousa 3kyu 基本動作五段  Kihondousa 5dan

栃木県  Tochigi JAPAN 大阪府  Ｏｓａｋａ JAPAN

文京SC　BUNKYO-Spochanclub 東大阪攻誠館SC　HIGASHIOSAKAKOUSEIKAN-Spochanclub

【個人戦】　基本動作 部門　Kihondousa

グランドチャンピオン　Grand Champion 挑戦者　Challenger

原科 太一  Harashina Taichi 　小野 栄輝　Ono Eiki
 盾津中学校　TATETSU-Juniorhigｈschool

二刀 三段  Nito 3dan 楯長剣 初段  Tate-choken 1kyu

【個人戦】　打突競技 部門　Datotsu

グランドチャンピオン　Grand Champion 挑戦者　Challenger



小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Kodachi Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

磯上　裕宜 田中　裕士 門脇　直彦 勝部　剛
三段以上

3dan and over 五段 三段 三段 三段
兵庫県 東京都 兵庫県 鳥取県

兵庫真成苑SC 文京SC 神戸小部東ほっとSC

三宅　佑紀 竹末　琉生 宮森　賢一 野中　紀鷹
二段 横浜国立大学 流通科学大学
2dan 二段 二段 二段 二段

神奈川県 兵庫県 神奈川県 東京都
横国翔剣会SC 兵庫真成苑SC 横浜馬車道SC 挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ

森　祐希 神崎　黎 竹本　樹亜 JOHANNES　GOTTWALD

初段 大阪産業大学 横浜国立大学 大阪体育大学
1dan 初段 初段 初段 初段

大阪府 神奈川県 大阪府 ＧＥＲＭＡＮＹ
横国翔剣会SC 富翔館SC

多井　橘葉 佐藤　柾宏 南　弥良爾 藤井　龍汰
１級・２級 明治大学 宇都宮短期大学附属高校 大田原高校 國學院大學
1-2kyu １級 ２級 １級 １級

東京都 栃木県 栃木県 東京都
明治碧剣会SC 宇都宮短期大学附属高校SC 大田原高等学校SC 國學院武刀会SC

鈴木　亮太 藤澤　郁哉 竹内　妃那 前田　陸翔
３級・４級 宇都宮短期大学附属高校 向陽台小学校 西中学校（秦野市） 藤沢台小学校
3-4kyu ３級 ４級 ３級 ４級

栃木県 大阪府 神奈川県 大阪府
宇都宮短期大学附属高校SC 富翔館SC 秦野紫電塾SC 富翔館SC

PUTTIMET　KHUNTEE 安田　真央 佐々木　碧 福田　晴瑠
５級・６級 邑久小学校 松岡小学校 西原小学校
5-6kyu ５級 ６級 ５級 ６級

ＴＨＡＩＬＡＮＤ 岡山県 福井県 栃木県
ＴＳＫSC 福井青空SC 夢翔館大田原SC

渡邉　理仁 福島　圭祐 大西　蒼真 森田　湊真
７級・８級 中山小学校 新林小学校 邑久小学校 金島小学校
7-8kyu ７級 ７級 ７級 ７級

神奈川県 神奈川県 岡山県 群馬県
県立武道館SC 藤沢青少年会館SC ＴＳＫSC 群馬BBスカイSC

ZHEVLAKOV　YAROSLAV 福島　柚羽 SEMENOV　ALEXSANDR 丸山　凜華
９級・１０級 新林小学校 城内小学校
9-10kyu ９級 ９級 ９級 １０級

ＲＵＳＳＩＡ 神奈川県 ＲＵＳＳＩＡ 新潟県
藤沢青少年会館SC 新潟ＮＳSC

磯上　裕宜　Isogami Yuki

小太刀 五段　Kodachi 5dan

兵庫県　Hyogo JAPAN

兵庫真成苑SC　HYOGOSINSEIEN-Spochanclub

３位　Bronze medal

打突　部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）　Datotsu BUNAI(Kodachi,Choken-free,Nito)

小太刀　Kodachi



長剣フリー代表
（グラチャン戦出場）

Choken-free Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

MAKSIMILIAN　MANSHIN 矢倉　士 野澤　大喜 粟井　聡
二段以上

2dan and over 三段 二段 二段 二段
ＲＵＳＳＩＡ 千葉県 栃木県 兵庫県

蓮心SC 栃木夢翔館SC 兵庫真成苑SC

西川　慧 堀田　和希 金澤　瑚大朗 畑中　惟吹
初段 興國高校 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 常翔啓光学園高校
1dan 初段 初段 初段 初段

東京都 大阪府 大阪府 大阪府
令剣会SC Ｙａｔｏｏ！館SC 大阪臥龍塾SC 枚方友心館SC

河内　唯成 小林　伍騎 嶺岸 樹 山田 諒
１級・２級 清風中学 宇都宮短期大学附属高校 法政大学 早稲田大学
1-2kyu ２級 ２級 １級 １級

大阪府 栃木県 東京都 東京都
大阪蒼龍館SC 宇都宮短期大学附属高校SC ＨＯＳＥＩSC 早稲田剣隼会SC

樫山 岬 川瀬 春人 白髭 磨拓 羽根 愛喜
３級・４級 矢板東高校附属中学校 不破高校 神戸市小部中学校 甲西北中学校
3-4kyu ３級 ３級 ３級

栃木県 岐阜県 兵庫県
大田原夢翔館SC 岐阜不破魂SC 神戸小部東ほっとSC

３級
滋賀県

滋賀健心塾SC

長野 朱香 近藤 尚人 田村 優和 磯部 歩夢海
５級・６級 甲西北中学校 北中学校（三郷市） 群馬県大学教育学部附属小学校 秋葉中学校（長岡市）
5-6kyu ５級 ５級 ５級 ６級

滋賀県 埼玉県 群馬県 新潟県
滋賀健心塾SC 埼玉三郷SC 上武SC

磯 慶多 藤木 朱生 大西 一菜 高田 美雨
７級～１０級 大山小学校 野田小学校 邑久中学校 津田小学校

7-10kyu ８級 ７級 ７級 ７級
栃木県 大阪府 岡山県 大阪府

夢翔館大田原SC Ｙａｔｏｏ！館SC ＴＳＫSC 枚方友心館SC

長剣フリー 三段　Choken-free 3dan

ＲＵＳＳＩＡ

３位　Bronze medal

長剣フリー　Choken-free

MAKSIMILIAN　MANSHIN



二刀代表
（グラチャン戦出場）

Nito Champion
(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

原科 太一 市古　憲一郎 藤岡　秋介 宮津　綾
二段以上

2dan and over 三段 二段 二段 二段
栃木県 兵庫県 神奈川県 兵庫県
文京SC 兵庫真成苑SC 県立武道館SC 兵庫刀流館SC

TIBOR　FIGEI 大坂　知温 桐島　秀 今井　祥貴
初段 北翔大学 松山大学 大阪産業大学
1dan 初段 初段 初段 初段

ＳＬＯＶＡＫＩＡ 北海道 愛媛県 大阪府
枚方友心館SC

小田林　裕太 山﨑　啓悟 中村　穂高 鷹野　侑哉
１級・２級 宇都宮短期大学附属高校 本町中学校（秦野市） 龍谷大学 宇都宮短期大学附属高校

1-2kyu ２級 １級 １級 １級

栃木県 神奈川県 京都府 栃木県

宇都宮短期大学附属高校SC 秦野勝敏SC 宇都宮短期大学附属高校SC

高岡　敦士 石田　大悟 稲垣　健二 石井　健二朗
３級～１０級 奥田中学校 雄山中学校 専修大学

3-10kyu ５級 ５級 ３級 ３級
富山県 富山県 新潟県 栃木県

藤ノ木SC 藤ノ木SC 新潟ＮＳSC

３位　Bronze medal

原科 太一  Taichi Harashina

二刀 三段   Nito ３dan

栃木県  Tochigi JAPAN

文京SC　BUNKYO-Spochanclub

二刀　Nito



長剣両手
（グラチャン戦出場）

Choken-morote Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

武井　裕哉 野中 翔 MIN DAEKYEONG 福井 郷留
初段以上 国士舘大学 龍谷大学 佛教大学

1dan and over 初段 初段 二段 初段
東京都 大阪府 ＫＯＲＥＡ 京都府

国士館楓剣会SC 東大阪攻誠館SC 佛教大学SC
石井 刀夢 須藤 峻正 河内 唯成 景山 智成

１級・２級 北翔大学 明治大学 清風中学校
1-2kyu １級 １級 ２級 １級

北海道 東京都 大阪府 岐阜県
明治碧剣会SC 大阪蒼龍館SC 岐阜不破魂SC  

岡村 佳音 大西 蒼真 SIRAWISH DUANGSAWANG 武田 泰輝
３級～１０級 新潟産業大学付属高校 邑久小学校 ＢＵＲＡＰＨＡ-University 中村第一中学校

3-10kyu ４級 ６級 ６級 ３級
新潟県 岡山県 ＴＨＡＩＬＡＮＤ 福島県

新潟ＮＳSC ＴＳＫSC

楯小太刀代表
（グラチャン戦出場）

Tate-kodachi Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

長谷川 雅 近藤 寛徒 CHRISTIAN CAPPUCCIO 大平 峻也
初段以上 関西外国語大学 摂南大学

1dan and over 二段 初段 二段 初段
大阪府 千葉県 ＩＴＡＬＹ 東京都

東大阪攻誠館SC 蓮心SC 文京ＳＣ

小野 司 大竹 柊生 大平 介翔 RAZUMOV ALEXANDER

１級・２級 盾津中学校 宇都宮短期大学附属高校 前橋商業高校
1-2kyu １級 ２級 １級 ２級

大阪府 栃木県 群馬県 ＲＵＳＳＩＡ
東大阪攻誠館SC 宇都宮短期大学附属高校ＳＣ 上武ＳＣ

鈴木 亮太 高岡 敦士 LAURA　DAVIDOVA 竹内　凰騎
３級～６級 宇都宮短期大学附属高校 奥田中学校 西中学校（秦野市）

3-6kyu ３級 ３級 ３級 ３級
栃木県 富山県 ＳＬＯＶＡＫＩＡ 神奈川県

宇都宮短期大学附属高校ＳＣ 藤ノ木ＳＣ 秦野紫電塾ＳＣ

小野　源司 稲垣 哲平 渡邉 理仁 池田 煌
７級・８級 成和小学校 山潟小学校 中山小学校 幸田小学校
7-8kyu ７級 ８級 ７級 ７級

大阪府 新潟県 神奈川県 埼玉県
東大阪攻誠館SC 新潟ＮＳSC 県立武道館ＳＣ 生麦SC

藤谷 鷲 ZHEVLAKOV YAROSLAV 藪内 律喜 有井 万修
９級・１０級 操明小学校 米田西小学校 井吹の丘小学校
9-10kyu ９級 ９級 ９級 ９級

岡山県 ＲＵＳＳＩＡ 兵庫県 兵庫県
ＴＳＫSC 高砂武蔵SC 兵庫真成苑SC

長剣両手　Choken-ryote

武井　裕哉   Yuya Takei
国士舘大学  KOKUSHIKAN-University

長剣両手 初段  Choken-ryote 1dan

東京都   Tokyo JAPAN  
国士舘楓剣会SC KOKUSHIKANFUKENKAI-Spochanclub

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

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

Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Tate-Tanto)

楯小太刀　Tate-kodachi

長谷川 雅　Masa Hasegawa
関西外国語大学  KANSAIGAIDAI-University

楯小太刀 二段  Tate-kodachi 2dan

大阪府  Osaka JAPAN
東大阪攻誠館SC HIGASHIOSAKAKOSEIKAN-Spochanclub



楯長剣
（グラチャン戦出場）

Tate-choken Champion

(Grand Champion
tournament berth)

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

門脇 髙空 藤田 英之 金澤 瑚太朗 岩田 晃和
初段以上 大阪産業大学 成蹊大学 大阪教育大学付属高校天王寺校舎

2dan and over 二段 初段 初段 二段
兵庫県 千葉県 大阪府 香川県

神戸小部東ほっとSC 大阪臥龍塾SC 坂出無心会SC
小野 栄輝 木岡 昌義 MISHIN DMITRII 下夷 亜虎 

１級・２級 盾津中学校 大阪商業大学高校 明石西高校
1-2kyu １級 1級 ２級 １級

大阪府 大阪府 ＲＵＳＳＩＡ 兵庫県
東大阪攻誠館SC 大阪蒼龍館SC 兵庫真成苑SC

三瀨 暖翔 関谷 凛斗 宮津 聡 樫山 岬
３級～１０級 大宮中学校 塩沢中学校 丸橋小学校 矢板東高校附属中学校

3-10kyu ５級 ４級 ５級 ３級
東京都 新潟県 兵庫県 栃木県

挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 新潟ＮＳSC 兵庫刀流館SC 夢翔館大田原SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

奥田 克幸 古谷 誠貴 依田 純太
ALL

dan and kyu 三段 二段 二段
大阪府 静岡県 兵庫県

枚方友心館SC 静岡紫誠塾SC 高砂純心SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

河原 瑠我 川田 雄太郎 門脇 直彦
ALL 明治大学

dan and kyu 初段 二段 五段
東京都 香川県 兵庫県

明治碧剣会SC Ｄｒｅａｍｗａｙ屋島SC 神戸小部東ほっとSC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

和田 清隆 関口 将貴 井川 繁樹
ALL 北海道大学

dan and kyu 二段 二段 五段
大阪府 北海道大学 鹿児島県

北大翠剣会SC 鹿児島錬成会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岩田 徹二 前田 岳水 天野 光教
ALL 法政大学

dan and kyu 二段 １級 二段
愛知県 東京都 神奈川県

名古屋武遊殿SC ＨＯＳＥＩSC 藤沢本町SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

近藤 哲仁 杉本 亘生 菅井 大輔 栗原 眞人
ALL

dan and kyu 短槍 初段 短槍 初段 短槍 初段 短槍 初段
北海道 奈良県 神奈川県 神奈川県

北大翠剣会SC 奈良三郷SC 横浜杉田SC スマイルSC

杖・短槍・楯短刀　Jo，Tanso，Tate-tanto

３位　Bronze medal

短刀　Tanto

３位　Bronze medal

長槍　Choso

３位　Bronze medal

長巻　Nagamaki

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

楯長剣　Tate-choken

　小野 栄輝　Ono Eiki
  盾津中学校　TATETSU-Juniorhighschool

楯長剣 初段  Tate-choken 1kyu

大阪府  Osaka JAPAN
東大阪攻誠館SC　HIGASHIOSAKAKOUSEIKAN-Spochanclub

棒　Bo

３位　Bronze medal



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

岸 理奈 芝山 裕子 ALIBERTI MIRYAM 比嘉 茉莉亜
初段以上 昭和女子大学 國學院大學

1dan and over 初段 初段 四段 初段
東京都 東京都 ＩＴＡＬＹ 東京都

明治碧剣会SC 文京SC 國學院武刀会SC

金澤　音々 木岡 夢結 LAURA DAVIDOVA 安本 百合恵
１級～１０級 神戸女学院中学部 富田林中学校 白百合女子大学

1-10kyu １級 ２級 ３級 １級
大阪府 大阪府 ＳＬＯＶＡＫＩＡ 東京都

大阪臥龍塾SC 大阪蒼龍館SC 明治碧剣会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

ASJA ANTONUCCI 和田 奈々 竹中 美優 上野 文華
初段以上 豊橋商業高校 大阪城南女子短期大学

1dan and over 二段 初段 二段 初段
ＩＴＡＬＹ 愛知県 大阪府 大阪府

愛知童夢殿SC 枚方友心館SC

和久井 七海 丸山 恵梨子 DOHOTARU ADELINA 吉田　桜香
１級～１０級 明治大学 昭和女子大学 第三中学校（豊中市）

1-10kyu １級 １級 ６級 １級
東京都 東京都 ＲＯＭＡＮＩＡ 大阪府

明治碧剣会SC 明治碧剣会SC 大阪蒼龍館SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

永井 五月 CONTESIMO ANNACHIARA 竹中 優生 今井　祥乃
ALL 大阪国際大学短期大学部 龍谷大学

dan and kyu 三段 四段 二段 初段
神奈川県 ＩＴＡＬＹ 大阪府 京都府

県立武道館SC 枚方友心館SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

MELISSA　SCHMEICHEL 安逹　知泉 ASJA　ANTONUCCI 荒井　美夢
ALL 明治大学 大妻女子大学

dan and kyu 三段 初段 二段 初段

ＧＥＲＭＡＮＹ 東京都 ＩＴＡＬＹ 東京都

明治碧剣会SC 早稲田剣隼会SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

永井　五月 渡邉　佐世子 和田 奈々 AKINSHINA VARRARA
ALL

dan and kyu 三段 初段 初段 初段
神奈川県 神奈川県 愛知県 ＲＵＳＳＩＡ

県立武道館SC 県立武道館SC 愛知童夢殿SC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

木岡 夢結 藤原 あず希 渡邉 珠怜 市古 玖留美
ALL 富田林中学校 明石南高校 中山中学校 明石高校

dan and kyu ２級 ２級 ３級 初段
大阪府 兵庫県 神奈川県 兵庫県

大阪蒼龍館SC 兵庫真成苑SC 県立武道館SC 兵庫真成苑SC

３位　Bronze medal

楯小太刀・短刀・杖・短槍・楯短刀　Tate-kodachi，Tanto,Jo,Tanso,Tate-tanto

３位　Bronze medal

３位　Bronze medal

打突　部外競技（楯小太刀、楯長剣、長剣両手、短刀、長槍、短槍、棒、杖、長巻、楯短刀）
Datotsu BUGAI(Tate-kodachi,Tate-choken,Choken-ryote,Tanto,Choso,Tanso,Bo,Jo,Nagamaki,Tate-Tanto)

楯長剣　Tate-choken

長剣両手　Choken-ryote

３位　Bronze medal

打突　部内競技（小太刀、長剣フリー、二刀）　Datotsu BUNAI(Kodachi,Choken-free,Nito)

小太刀　Kodachi

３位　Bronze medal

長剣フリー　Choken-free

３位　Bronze medal

二刀　Nito

【個人戦】　レディース 部門 Lady's



優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

高岡　康江 髙杉　実奈美 SERSEA　ERIKA 山野　夏海
ALL 高松桜井高校 明石工業高等専門学校

dan and kyu 長巻 初段 長槍 ３級 長巻 ６級 長槍 １級
富山県 香川県 ＲＯＭＡＮＩＡ 兵庫県

藤ノ木SC ＤｒｅａｍＷａｙ屋島SC 神戸小部東ほっとSC

優勝 Gold medal 準優勝　Silver medal

永井 五月 CONTESMO ANNACHIARA ALIBERT MIRYAM 桶作　公一
三段以上

3dan and over 五段 四段 四段 四段
神奈川県 ＩＴＡＬＹ ＩＴＡＬＹ 神奈川県

県立武道館SC スポチャンつばさクラブ

吉村　美穂 福島　誠次 山本　華澄 髙杉　実奈美
二段 大阪ベルェベル美容専門学校 高松桜井高校

2dan 二段 二段 二段 二段

千葉県 兵庫県 大阪府 香川県
蓮心SC 高砂武蔵SC 大阪蒼龍館SC ＤｒｅａｍＷａｙ屋島SC

澤田　真帆 渡辺　菜々美 船越　普 瀬口　亜智
初段 高知大学 東京大学 中部第一高校
1dan 初段 初段 初段 初段

高知県 新潟県 東京都 愛知県
土佐龍馬SC 新潟ＮＳSC 東大颯剣会SC 愛知童夢殿SC
細川　智穂 疋田　裕輝 吉田　桜香 遠矢　楓翔

１級・２級 神明中学校 杉中学校（枚方市） 第三中学校（豊中市） 山田中学校
1-2kyu １級 １級 １級 ２級

東京都 大阪府 大阪府 大阪府
挑錬侍館SCＴＯＫＹＯ 枚方友心館SC 大阪蒼龍館SC 枚方友心館SC

宮津　聡 黒川　桂吾 渡邊　修永 磯部　七海
３級・４級 丸橋小学校 桜丘北小学校 中山中学校 栃尾小学校
3-4kyu ３級 ３級 ３級 ３級

兵庫県 大阪府 神奈川県 新潟県
兵庫刀流館SC 枚方友心館SC 県立武道館SC

梅村　羽叶 浅田　初花那 磯　芽依 塩見　真菜
５級・６級 平岡東小学校 藤ノ木中学校 大山小学校 和田小学校
5-6kyu ５級 ５級 ６級 ６級

兵庫県 富山県 栃木県 福井県
高砂武蔵SC 藤ノ木SC 夢翔館大田原SC 福井青空SC

石本　優雅 鈴木　慶次 武井　都貴人 丸山　凜華
７級・８級 米田小学校 鷺沼小学校(市川市） 山王台小学校 城内小学校

7-8kyu ７級 ７級 ８級 ８級

兵庫県 千葉県 神奈川県 新潟県
高砂武蔵SC 蓮心SC 山王台SC 新潟ＮＳSC

浅田　星來 石本　蘭奈 疋田　隼 鈴木　大志郎
９級・１０級 藤ノ木小学校 米田小学校 小平七小学校 関東学院小学校
9-10kyu ９級 ９級 ９級 ８級

富山県 兵庫県 東京都 神奈川県
藤ノ木SC 高砂武蔵SC 北多摩SC 横浜馬車道SC

３位　Bronze medal

長槍・棒・長巻　Choso,Bo,Nagamaki

３位　Bronze medal

【個人戦】　基本動作 部門


