
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
幼年 藤谷　蓮海 TSK 高田　陽菜 友心館 有井　条 真成苑 倉本　晃太朗 刀流館
10級～9級 河内　唯里 蒼龍館 鎌谷　穂実 高砂武蔵 石本　蘭奈 高砂武蔵 柳生　莢羽 無心会
8級～7級 塩見　真菜 福井青空ＳＣ 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 植松　由稀奈 高砂武蔵 小野　源司 攻誠館
6級～5級 別所　萌望乃 刀流館 梅谷　彩加 高砂純心 種子　奈々美 刀流館 高田　翔 友心館
4級～3級 黒川　佳吾 友心館 遠矢　妃莉 友心館 遠矢　楓翔 友心館 村嵜　太亮 攻誠館
2級～1級 村上　優 攻誠館 橋本　真依 高砂武蔵 梅谷　彩生 高砂純心 鎌谷　理喜 高砂武蔵
初段以上 高杉　実奈美 DreamWay屋島加藤　広也 福井青空ＳＣ 金澤　瑚大朗 臥龍塾 佐々木　幸絵 福井青空
幼年 有井　条 真成苑 國司　煌陽 神戸鈴蘭台 松浦　康太朗 刀流館 田中　享尚 真成苑
10級～9級 田中　嶺児 高砂純心 園部　玲央奈 攻誠館 又吉　華凪 友心館 米坂　瑠珂 蒼龍館
8級～7級 梅谷　彩加 高砂純心 水野　陽太 友心館 高田　美雨 友心館 松浦　彩希 刀流館
6級～5級 宮津　聡 刀流館 高田　翔 友心館 橋本　尚也 高砂武蔵 - -
4級～3級 藤井　洸鷹 無心会 黒川　佳吾 友心館 遠矢　楓翔 友心館 梅村　一斗 高砂武蔵
2級～1級 高見　翼 大阪体育大学 古川　航輝 大谷大学 小嶋　拓斗 攻誠館 伊藤　久嗣 神戸鈴蘭台
初段以上 金澤　瑚大朗 臥龍塾 磯上　裕宜 真成苑 田中　力 一心塾 山口　航太 仁武館
女子 橋本　真依 高砂武蔵 荒尾　梨乃 真成苑 前田　凛 攻誠館 山野　夏海 神戸鈴蘭台
幼年 有井　条 真成苑 藤谷　蓮海 TSK 倉本　晃太朗 刀流館 大立　創介 TSK
10級～9級 園部　玲央奈 攻誠館 廣本　峰大 攻誠館 薮内　律喜 高砂武蔵 森本　椋太 高砂武蔵
8級～7級 石本　優雅 高砂武蔵 久保　愛莉 富翔館 小野　源司 攻誠館 植松　由稀奈 高砂武蔵
6級～5級 宮津　聡 刀流館 外間　實晃 高砂武蔵 橋本　尚也 高砂武蔵 - -
4級～3級 遠矢　楓翔 友心館 黒川　佳吾 友心館 下川　琥太郎 友心館 水野　和輝 友心館
2級～1級 中村　航大 刀流館 不破　宏祐 大阪体育大学 高見　翼 大阪体育大学 香川　虎太朗 大谷大学
初段以上 藤岡　秋介 蒼龍館 金澤　瑚大朗 臥龍塾 前田　龍希 攻誠館 竹末　琉生 真成苑
女子 村上　優 攻誠館 前田　凛 攻誠館 佐々木　幸絵 福井青空ＳＣ 上野　文華 岸和田土生
10級～9級 廣本　峰大 攻誠館 西谷　恒希 高砂武蔵 田中　嶺児 高砂純心 渋谷　郁斗 高砂武蔵
8級～7級 梅谷　彩加 高砂純心 岡田　有生 滋賀舞風館 田村　咲良 高砂武蔵 高田　美雨 友心館
6級～3級 遠矢　楓翔 友心館 下川　琥太郎 友心館 遠矢　妃莉 友心館 木岡　義心 蒼龍館
2級以上 藤岡　秋介 蒼龍館 前田　龍希 攻誠館 金澤　瑚大朗 臥龍塾 河内　唯伸 蒼龍館
10級～3級 橋本　尚也 高砂武蔵 細川　陽香 福井青空ＳＣ 藤田　穏空 高砂武蔵 石本　優雅 高砂武蔵
2級以上 和田　清隆 履正十三 下司　直也 大谷大学 上野　文華 岸和田土生 - -
10級～8級 松浦　彩希 刀流館 藤谷　向夏 TSK 小野　源司 攻誠館 薮内　律喜 高砂武蔵
7級～3級 黒川　佳吾 友心館 金澤　彩々 臥龍塾 廣本　風斗 攻誠館 種子　奈々美 刀流館
2級以上 福島　誠次 高砂武蔵 伊賀　健一 臥龍塾 前田　凛 攻誠館 磯上　裕宜 真成苑
10級～7級 塩見　真菜 福井青空ＳＣ 佐々木　碧 福井青空ＳＣ 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 細川　和暉 福井青空ＳＣ
6級～3級 宮津　聡 刀流館 梅村　一斗 高砂武蔵 梅谷　彩生 高砂純心 外間　實晃 高砂武蔵
2級以上 和田　士音 臥龍塾 加藤　広也 福井青空 高見　翼 大阪体育大学 外間　洋子 高砂武蔵

長槍 10級以上 門脇　直彦 神戸鈴蘭台 川田　多美子 DreamWay屋島岩本　空竜 DreamWay屋島山崎　和人 道心塾
短刀 10級以上 依田　純太 高砂純心 鈴木　清 福井青空ＳＣ - - - -
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ幼年 有井　条 真成苑 - - - - - -

所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名
高杉　実奈美 水野　和輝 佐々木　幸絵
岩本　空竜 遠矢　妃莉 細川　陽香
川田　多美子 遠矢　楓翔 塩見　真菜
磯上　裕宜 藤岡　秋介
竹末　琉生 河内　唯成
粟井　聡 大倉　健史

河内　唯伸

参加団体：25団体 参加選手：155名
主催：高砂市スポーツチャンバラ協会　後援：高砂市体育協会　　大会結果作成　福島　誠次　090-9254-4356
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日時場所 2018/10/28 高砂市　総合体育館

第3回高砂市スポーツチャンバラ選手権大会

DreamWay屋島 友心館 福井青空ＳＣ -
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