
第３７回　全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会

平成２４年３月２５日　静岡市由比体育館（清水区）

優勝 準優勝
初心者体験 塩田　悠友 伊藤　琢人 山中　亮 北林　美帆

上分小 不破高 西宮中 西宮中
（愛媛県） （岐阜県） （東京都） （東京都）

不破魂スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

９級・１０級 鈴木　優一 梅谷　悠眞 佐々木　隆公 猪俣　遼太
鷺沼小 水神小 都田西小 寺池台小

基本動作９級 基本動作９級 基本動作１０級 基本動作９級
（千葉県） （東京都） （神奈川県） （大阪府）

童心塾スポチャンクラブちば ＢＳＣスポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ
７級・８級 伊藤　寛記 桐生　純佳 下夷　亜虎 古家　遼大

桜の宮小 新井小 江井島小 木島小
基本動作８級 基本動作７級 基本動作７級 基本動作８級

（兵庫県） （千葉県） （兵庫県） （大阪府）
童心塾スポチャンクラブちば

５級・６級 鎌田　悠雅 疋田　真人 髙杉　実奈美 島瀬　光理
福栄小 菅原小 屋島小 湯築小

基本動作５級 基本動作５級 基本動作６級 基本動作５級
（千葉県） （大阪府） （香川県） （愛媛県）

童心塾スポチャンクラブちば Dream Way 屋島スポチャンクラブ

３級・４級 濵田　七星 山本　悠生 黒川　優作 笹本　優里杏
桜丘小 新番丁小 桜丘北小 春日小

基本動作３級 基本動作３級 基本動作３級 基本動作３級
（大阪府） （香川県） （大阪府） （大阪府）

Dream Way 屋島スポチャンクラブ

１級・２級 居嶋　晃大 原科　圭汰 和田　いくな 原田　優作
屋島小 西原小 南稜中 長尾西中

基本動作１級 基本動作１級 基本動作２級 基本動作１級
（香川県） （栃木県） （愛知県） （大阪府）

Dream Way 屋島スポチャンクラブ

初段以上 武井　綾音 川田　友梨子 居嶋　凌大 竹中　美優
国分高 高松西高 屋島中 大阪国際滝井高

基本動作二段 基本動作初段 基本動作二段 基本動作初段
（千葉県） （香川県） （香川県） （大阪府）

童心塾スポチャンクラブちばDream Way 屋島スポチャンクラブDream Way 屋島スポチャンクラブ

基本動作 武井　綾音
グランドチャンピオン 国分高

基本動作二段
（千葉県）

童心塾スポチャンクラブちば

３位

基本動作 部門
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優勝 準優勝
初心者体験 山中　亮 北林　美帆 猿谷　颯太

西宮中 西宮中 熊ノ前小
（東京都） （東京都） （愛知県）

挑錬侍館スポチャンクラブ 挑錬侍館スポチャンクラブ
９級・１０級 倉持　温空 川島　怜穏 梅谷　悠眞 猪俣　遼太

水神小 新和小 水神小 寺池台小
小太刀９級 小太刀１０級 小太刀９級 小太刀９級
（東京都） （埼玉県） （東京都） （大阪府）

ＢＳＣスポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ
７級・８級 三國　成永 岸田　紫門 赤堀　優斗 矢吹　萌香

新和小 妻鳥小 片瀬小 大田原小
小太刀７級 小太刀７級 小太刀７級 小太刀８級
（埼玉県） （愛媛県） （神奈川県） （栃木県）

生麦スポチャンクラブ 藤沢青少年会館スポチャンクラブ
５級・６級 矢吹　大河 山野　薫 伏見　一紀 下夷　竜生

大田原小 ひよどり台小 新和小 江井島小
小太刀５級 小太刀５級 小太刀６級 小太刀６級
（栃木県） （兵庫県） （埼玉県） （兵庫県）

生麦スポチャンクラブ
３級・４級 濵田　七星 荒尾　梨乃 寺尾　光咲 山野　夏海

桜丘小 岩岡中 松柏小 ひよどり台小
小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級 小太刀３級
（大阪府） （兵庫県） （愛媛県） （兵庫県）

１級・２級 佐々木　晟人 岩田　壮平 山本　華奈 藤谷　紳平
塚口中 飯山中 城東中 京西中

小太刀１級 小太刀１級 小太刀２級 小太刀１級
（兵庫県） （香川県） （大阪府） （奈良県）

無心会スポチャンクラブ 一心塾三郷スポチャンクラブ
初段以上 田村　勇樹 矢倉　士 頓田　賢祐 吉村　明倫

横浜清陵総合高 大阪青凌高 富田林第一中 広島井口高
小太刀三段 小太刀初段 小太刀初段 小太刀初段
（神奈川県） （大阪府） （大阪府） （広島県）

スポチャンつばさクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

打突競技 部門

３位

小太刀
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初心者体験 大石　歩 大谷　真央 北林　美帆 山中　亮
金生第一小 神戸小 西宮中 西宮中
（愛媛県） （静岡県） （東京都） （東京都）

挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO 挑錬侍館スポチャンクラブTOKYO

９級・１０級 柳沢　大陸 石田　倖基 倉持　温空 藤田　彩水
辻堂小 味鋺小 水神小 竜洋東小

長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級 長剣フリー９級
（神奈川県） （愛知県） （東京都） （静岡県）

藤沢青少年会館スポチャンクラブ ＢＳＣスポチャンクラブ 磐田竜洋スポチャンクラブ
７級・８級 長谷川　進 村上　颯 田岡　利恵 金澤　瑚大朗

孔舎衙小 縄手小 天野小 海老江東小
長剣フリー８級 長剣フリー８級 長剣フリー７級 長剣フリー８級

（大阪府） （大阪府） （大阪府） （大阪府）

５級・６級 市古　憲一郎 三國　允之 小田島　蒼太 伏見　一紀
岩岡小 栄中 双葉小 新和小

長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー５級 長剣フリー６級
（兵庫県） （埼玉県） （岩手県） （埼玉県）

生麦スポチャンクラブ 生麦スポチャンクラブ
３級・４級 瀬口　隼哉 黒川　優作 安納　瑞希 石割　聖大

沓掛中 桜丘北小 青藍泰斗高 静岡高
長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級 長剣フリー３級

（愛知県） （大阪府） （栃木県） （静岡県）

１級・２級 佐々木　晟人 奥野　純平 池田　悠祐 窪田　椋介
塚口中 富田林第一中 小坂井中 保土ヶ谷中

長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級 長剣フリー１級
（兵庫県） （大阪府） （愛知県） （神奈川県）

スポチャンつばさクラブ
初段以上 安部　天斗 浦川　渚人 武井　裕哉 濵田　陸海

大田原中 加古川北高 南行徳中 桜丘中
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

（栃木県） （兵庫県） （千葉県） （大阪府）
高砂武蔵スポチャンクラブ 童心塾スポチャンクラブちば

３級～１０級 竹中　優生 武智　由貴 瀬口　隼哉 上林　佑希
桜丘北小 たちばな小 沓掛中 耳成南小
二刀３級 二刀６級 二刀３級 二刀５級
（大阪府） （愛媛県） （愛知県） （奈良県）

仁武館 一心塾三郷スポチャンクラブ
１級・２級 矢倉　士 岩田　晃和 原田　優作 亀井　大志
初段以上 大阪青凌高 飯山中 長尾西中 里浦小

二刀初段 二刀初段 二刀２級 二刀２級
（大阪府） （香川県） （大阪府） （徳島県）

無心会スポチャンクラブ 阿波の禅板野スポチャンクラブ

武井　裕哉 馬淵　翔 田村　勇樹 多田　栞
南行徳中 法政二高 横浜清陵総合高 野津田高

楯長剣初段 楯長剣１級 楯長剣四段 楯長剣１級
（千葉県） （神奈川県） （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 スポチャンつばさクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

打突競技 矢倉　士
グランドチャンピオン 大阪青凌高

二刀初段
（大阪府）

長剣フリー

二刀

長剣両手・楯小太刀・楯長剣
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優勝 準優勝 ３位 ４位
地区対抗 ＜四国＞ ＜関東＞ ＜近畿＞ ＜九州＞
団体戦 髙杉　優作 武井　綾音 笹本　優里杏 久保田　悠介

川田　友梨子 多田　栞 佐々木　晟人 木實　椋
居嶋　凌大 原科　圭汰 浦川　渚人 森田　圭祐

監督：川田　多美子 監督：吉見　憲一 監督：浦川　公子 監督：永田　剛太郎

地区対抗 ＜関東＞ ＜近畿＞ ＜中国＞ ＜東北＞
団体戦 田村　勇樹 浜田　陸海 片山　諒 遠藤　佳斗

藤田　英之 邨田　賢祐 村川　晋也 遠藤　恒生
大野　龍一 伊藤　義貴 磯部　まみ 小田島　蒼太
安部　天斗 森岡　真央

監督：原科　直之 監督：松本　富夫 監督：川上　豊 監督：高橋　雅明

大谷　まり
神戸小

（静岡県）

フェアプレイ賞　（順位無し）

団体戦 部門

基本動作　部門

打突競技（合戦）　部門
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