
第 20 回枚方市スポーツチャンバラ大会 2015 年 9 月 20 日（日）  場所：枚方市総合体育館 

≪個 人≫ 

 優 勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ３ 位 

幼年 小太刀 小野 源司(攻誠館) 山田和柚葵(健心塾) 青木虎太郎(友心館) 水野 陽太(友心館) 

幼年 長 剣 小野 源司(攻誠館) 下川瑛太郎(友心館) 湯川 暖生(学研) 福島妃依莉(学研) 

小太刀１０~８級の部 黒川 桂吾(友心館) 木岡 義心(蒼龍館) 久保 翔太(真成苑) 照井  蒼(真成苑) 

長 剣１０~８級の部 木岡 義心(蒼龍館) 黒川 桂吾(友心館) 村嵜 太亮(攻誠館) 高田  翔(友心館) 

小太刀７～５級の部 金澤 音々(臥龍塾) 小野  司(攻誠館) 櫻井 碧翔(富翔館) 白髭 駿侍(鈴蘭台) 

長 剣７～５級の部 金澤 音々(臥龍塾) 大同結季渡(Yatoo!館) 大西浩太郎(攻誠館) 木岡 夢結(蒼龍館) 

小太刀３級～４級の部 木岡 昌義(蒼龍館) 村田 瑞稀(一心塾) 畑中 棟伍(友心館) 小野 栄輝(攻誠館) 

長 剣３級～４級の部 大﨑 智稀(友心館) 小野 栄輝(攻誠館) 山口 佑菜(蒼龍館) 伊藤 寛記(鈴蘭台) 

低学年二刀有級の部 遠矢 楓翔(友心館) 木岡 義心(蒼龍館) 村嵜 太亮(攻誠館) 遠矢 妃莉(友心館) 

高学年二刀有級の部 小野  司(攻誠館) 伊藤 寛記(鈴蘭台) 坂口 希佳(友心館) 佐野 航輔(富翔館) 

中学小太刀有級段の部 下夷 竜生(真成苑) 藤原 叶多(柏原道場) 藤丸孝太郎(富翔館) 長谷川 進(攻誠館) 

中学生長剣有級段の部 下夷 竜生(真成苑) 畑中 惟吹(友心館) 堀田 和希(Yatoo!館) 疋田 真人(友心館) 

高校以上(級)小太刀 矢野 雅範(柏原高校) 水野  明(友心館) 曽谷 淳仁(柏原高校) 田中 大貴(佛教大) 

高校以上(級)長 剣 田中 良磨(柏原高校) 水野  明(友心館) 矢野 雅範(柏原高校) 田中 大貴(佛教大) 

高校以上(段)小太刀 浦川 渚人(高砂武蔵) 原田 優作(友心館) 小山 雅史(文京 SC) 佐々木晟人(Dream way)

高校以上(段)長 剣 弘田  翼(富翔館) 小山 雅史(文京 SC) 磯上 裕宜(真成苑) 今井 祥貴(友心館) 

女子小太刀有級段の部 原田 彩希(友心館) 竹中 優生(友心館) 坂口 菜佳(友心館) 峯野 彩香(富翔館) 

女子長剣有級段の部 石田 ゆか(一心塾) 竹中 優生(友心館) 竹田 美沙(竹田 SC) 森内 瑞季(東洋大) 

中学以上二刀有級段の部 今井 祥貴(友心館) 小山 雅史(文京 SC) 中林 駿太(明治大) 辻村 誠崇(天武羅) 

≪団体戦≫基本動作 小学生 

優 勝 準優勝 第 ３ 位 第 ３ 位 

蒼龍館 友心館 A 友心館 D 攻誠館 B 

木岡 昌義 畑中 棟伍 遠藤 陽太 前田 凜 

木岡 夢結 大﨑 智稀 水野 和輝 村嵜 太亮 

木岡 義心 疋田 裕輝 大朝 茜音 岡島 快樹 

基本動作 中学生以上 

優 勝 準優勝 第 ３ 位 第 ３ 位 

友心館 A 友心館 C 真成苑 高砂武蔵 

竹中 優生 佐野 大志 下夷 竜生 福島 誠次 

原田 彩希 疋田 輝道 竹末 琉生 佐々木晟人 

奥野 真帆 原田 優作 植田 龍弥 浦川 渚人 

打突の部 

 優 勝 準優勝 第 ３ 位 第 ３ 位 

 友心館 B 富翔館 Yatto!館高砂武蔵蒼龍館 神戸鈴蘭台 

先 鋒 遠矢 妃莉 浅井 晃平 岡田 唯花 白髭 駿侍 

次 鋒 畑中 棟伍 佐野 航輔 大同結季渡 白髭 磨拓 

中 堅 疋田 真人 藤丸孝太郎 堀田 直希 櫻井 大輝 

副 将 今井 祥貴 峯野 彩香 堀田 和希 植田 龍弥 

大 将 濱田 風磨 弘田 翼 浦川 渚人 門脇 直彦 

 


