
神戸鈴蘭台 白髭　駿侍 小部東小異　　　種 竹末　琉生 三木東高 伊藤　寛記 桜の宮中 井藤　久嗣

平岡東小

ひょうご生涯スポーツ会　長　賞 竹末　琉生 三木東高

中津　賢哉 高砂武蔵

小学生 楯長剣 白髭　磨拓 小部東小 大竹　悠仁 曽根小 加茂　瑠沙 曽根小 梅村　一斗

天満小 梅谷　彩加

真成苑 中津　賢哉

米田小 田中　洸成

伊保小

中学以上 楯長剣 植田　龍弥 神戸学院大 山野　夏海 明石高専 植田　磨弥 明石清水高

小５以下 長剣両手 橋本　尚也 浜の宮小 田村　　翔 若宮小 照井　　蒼

マスターズ 二刀 石本　優樹 高砂武蔵 井藤　久嗣 神戸鈴蘭台 中村　孝樹 高砂武蔵 小南　笑美留 高砂武蔵

荒井小 藤原　瑞希 岩岡小

宮津　　聡 丸橋小

曽根小 植松　秋月

10～９級　長剣 石本　優雅 米田小 植松　由稀奈 米田小 田中　嶺児

大竹　悠仁

梅村　一斗 梅谷　彩加

竹末　琉生 中村　海都 植松　秋月 加茂　瑠沙

谷口　愛迦

高砂武蔵Ｃ

田中　嶺児

高砂純心

照井　　蒼 藤田　穏空 梅村　羽叶 田中　洸成

藤原　あず希 田村　　翔

高砂武蔵

団体戦

藤原　瑞希

真成苑

植松　由稀奈

高砂武蔵Ｂ

桜の宮中 植田　磨弥 明石清水高

米田小

近藤　陽子 神戸鈴蘭台

マスターズ 小太刀 石本　優樹 高砂武蔵 近藤　陽子 神戸鈴蘭台 小南　笑美留 高砂武蔵 中津　賢哉

マスターズ 基本動作 小南　笑美留 高砂武蔵 谷口　一愛 高砂武蔵 中津　賢哉 高砂武蔵

有　　段　二刀 竹末　琉生 三木東高 山野　夏海 明石高専 伊藤　寛記

３～１級　二刀 下夷　亜虎 江井島中 藤原　あず希 岩岡中 中崎　愛音 宝殿中 梅谷　実和 明石北高

６～４級　二刀 梅村　一斗 平岡東小 中村　航大 甲武中 加茂　瑠沙

荒井小 塗木　彩良 岩岡小

８～７級　二刀 梅谷　彩加 伊保小 外間　實晃 米田小 梅村　羽叶 平岡東小

10～９級　二刀 松浦　彩希 加茂小 植松　由稀奈 米田小 田中　嶺児

中津　賢哉 高砂武蔵

明石清水高 伊藤　寛記 桜の宮中

マスターズ 長剣 田中　洋充 真成苑 小南　笑美留 高砂武蔵 谷口　一愛 高砂武蔵

有　　段　長剣 竹末　琉生 三木東高 山野　夏海 明石高専 植田　磨弥

平岡東小

３～１級　長剣 下夷　亜虎 江井島中 中村　航大 甲武中 藤原　あず希 岩岡中 中崎　愛音 宝殿中

種子　奈々美 安倉小

６～４級　長剣 大竹　悠仁 曽根小 加茂　瑠沙 曽根小 松﨑　　司 広峰小 梅村　一斗

明石清水高 梅谷　実和 明石北高

８～７級　長剣 宮津　　聡 丸橋小 外間　實晃 米田小 別所　萌望乃 長尾小

有　　段　小太刀 竹末　琉生 三木東高 伊藤　寛記 桜の宮中 植田　磨弥

宝殿中

幼年の部　長剣 薮内　律喜 米田幼 石本　蘭奈 米田幼 田中　創輝 山と畑のまるごとえん 福谷　　瞭 伊保幼

中村　海都 米田小

３～１級　小太刀 下夷　亜虎 江井島中 中村　航大 甲武中 藤原　あず希 岩岡中 中崎　愛音

城乾小 梅村　羽叶 平岡東小

６～４級　小太刀 松﨑　　司 広峰小 橋本　真依 浜の宮小 梅村　一斗 平岡東小

８～７級　小太刀 橋本　尚也 浜の宮小 藤田　穏空 浜の宮小 金山　卓右

さくらキンダーガーデン

10～９級　小太刀 田中　嶺児 荒井小 近藤　技貴 大池小 種子　彩菜 安倉小 塗木　彩良 岩岡小

幼年の部　小太刀 薮内　律喜 米田幼 福谷　　瞭 伊保幼 田中　創輝 山と畑のまるごとえん 照井　　璃

明石高専 植田　磨弥 明石清水高有　　段　基本動作 伊藤　寛記 桜の宮中 竹末　琉生 三木東高 山野　夏海

曽根小

３～１級　基本動作 中崎　愛音 宝殿中 中村　航大 甲武中 梅谷　実和 明石北高 下夷　亜虎 江井島中

橋本　尚也 浜の宮小

６～４級　基本動作 田村　　翔 若宮小 橋本　真依 浜の宮小 梅村　一斗 平岡東小 大竹　悠仁

安倉小 植松　由稀奈 米田小

８～７級　基本動作 宮津　　聡 丸橋小 梅谷　彩加 伊保小 松浦　彩希 加茂小

10～９級　基本動作 石本　優雅 米田小 田中　嶺児 荒井小 種子　彩菜

高砂武蔵

幼年の部　基本動作 石本　蘭奈 米田幼 田中　創輝 山と畑のまるごとえん 福谷　　瞭 伊保幼 薮内　律喜 米田幼

第３位 所　属

幼年の部　サバイバル 石本　蘭奈 米田幼 薮内　律喜 米田幼 福谷　　瞭 伊保幼 小南　向陽

関西マスターズスポーツフェスティバル2017・ひょうご生涯スポーツ大会

第12回兵庫県少年少女スポーツチャンバラ選手権大会

日時：平成２９年１０月２９日 　　　場所：太子町立町民体育館　　　

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属 第３位 所　属

優勝 準優勝 ３位 ３位

小６以上 長剣両手 竹末　琉生 三木東高 植田　龍弥 神戸学院大 田中　洋充 高砂武蔵

中学以上 楯小太刀 伊藤　寛記 桜の宮中 石本　優樹 高砂武蔵 山野　夏海 明石高専 梅谷　実和 明石北高

低学年 楯小太刀 梅谷　彩加 伊保小 塗木　彩良 岩岡小 石本　優雅 荒井小

高学年 楯小太刀 橋本　尚也 浜の宮小 白髭　磨拓 小部東小 藤田　穏空 浜の宮小 植松　秋月 米田小


