
所　属 第４位 所　属

第３位 所　属 第３位 所　属

明石西高 梅谷　実和 明石北高

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属 第３位

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属

宮津　　聡 植村　一斗 植松　秋月

中村　航大 梅村　羽叶 三好　大誠

高砂武蔵Ｂ

谷口　愛迦 石本　優雅

別所　萌望乃 外間　實晃 橋本　尚也

３位

種子　彩菜

刀流館

石本　蘭奈

高砂武蔵Ａ

藪内　律喜

松浦　彩希
団体戦

優勝 準優勝

真成苑

ひょうご生涯スポーツ会長賞 下夷　亜虎

梅谷　実和 明石北高

マスターズ 異種 小南笑美留 高砂武蔵 井藤　久嗣 神戸鈴蘭台 近藤　陽子 神戸鈴蘭台 有井　崇人

明石南高 松浦　穂華 同志社中

有　　段　異種 下夷　亜虎 明石西高 中村　航大 甲武中 市古玖瑠美 明石高

３～１級　異種 梅村　一斗 平岡中 吉田　　陽 村野工業高 藤原あず希

荒井小

６～４級　異種 宮津　　聡 丸橋小 外間　實晃 米田小 三好　大誠 米田小 梅村　羽叶 平岡東小

松田　透弥 荒井小

８～７級　異種 石本　優雅 米田小 鎌谷　悠翔 米田小 種子　彩菜 安倉小 田中　嶺児

神戸鈴蘭台

10～９級　異種 藪内　律喜 米田西小 土師　優陽 岩岡小 照井　　璃 天満小

マスターズ 長剣 近藤　陽子 神戸鈴蘭台 宗和　泰司 真成苑 井藤　久嗣

同志社中

1級以上　長剣 中村　航大 甲武中 藤原　あず希 明石南高 市古玖瑠美 明石高 梅谷　実和 明石北高

井藤　祐月 小部小

３～２級　長剣 吉田　　陽 村野工業高 梅村　一斗 平岡中 植松　秋月 宝殿中 松浦　穂華

米田西小 山口　諒晟 小部小

６～４級　長剣 宮津　　聡 丸橋小 外間　實晃 米田小 橋本　尚也 浜の宮小

８～７級　長剣 鎌谷　悠翔 米田小 西谷　恒希 米田小 谷口　愛迦

西神戸YMCA幼

10～９級　長剣 藪内　律喜 米田西小 森本　椋太 氷丘小 照井　　璃 天満小 鎌谷　穂実 米田小

小南笑美留 高砂武蔵

幼年の部　長剣 竹中　風香 美保里こども園 竹下　明希 みのり幼 小南　向陽 米田幼 田中　亨尚

明石高 藤原あず希 明石南高

マスターズ 小太刀 井上健太郎 神戸鈴蘭台 近藤　陽子 神戸鈴蘭台 宗和　泰司 真成苑

有　　段　小太刀 下夷　亜虎 明石西高 中村　航大 甲武中 市古玖瑠美

加茂小

３～１級　小太刀 植松　秋月 宝殿中 吉田　　陽 村野工業高 梅村　一斗 平岡中 松浦　穂華 同志社中

小南ここあ 米田小

６～４級　小太刀 橋本　尚也 浜の宮小 外間　實晃 米田小 種子奈々美 安倉小 松浦　彩希

伊吹の丘小 上山　啓太 小部小

８～７級　小太刀 谷口　愛迦 米田西小 藪内　律喜 米田西小 植松由稀奈 米田小

田中　亨尚 西神戸YMCA幼 土師　諒陽 さくらキンダーガーデン

10～９級　小太刀 森本　椋太 氷丘小 加納　初希 米田小 有井　　条

近藤　陽子 神戸鈴蘭台 小南笑美留 井上健太郎 神戸鈴蘭台

幼年の部　小太刀 竹中　風香 美保里こども園 竹中　明希 みのり幼

高砂武蔵

1級以上　基本動作 藤原あず希 明石南高 市古玖瑠美 明石高 下夷　亜虎

マスターズ 基本動作 谷口　一愛 高砂武蔵

平岡東小

３～２級　基本動作 梅村　一斗 平岡中 植松　秋月 宝殿中 別所萌望乃 長尾小 吉田　　陽 村野工業高

藤原　瑞希 岩岡小

６～４級　基本動作 宮津　　聡 丸橋小 藤田　穏空 浜の宮小 橋本　尚也 浜の宮小 梅村　羽叶

氷丘小 照井　　璃 天満小

８～７級　基本動作 植松由稀奈 米田小 藪内　律喜 米田西小 田中　嶺児 荒井小

10～９級　基本動作 石本　蘭奈 米田小 鎌谷　穂実 米田小 森本　椋太

米田幼

幼年の部　基本動作 竹中　風香 美保里こども園 田中　鉄将 みどり丘こども園 北島　煌晟 下坂部幼 小南　向陽 米田幼

第４位 所　属

幼年の部　サバイバル 竹中　風香 美保里こども園 石本　瑠奈 米田保育園 竹中　芽衣 美保里こども園 小南　向陽

関西マスターズスポーツフェスティバル2019・ひょうご生涯スポーツ大会

第14回兵庫県少年少女スポーツチャンバラ選手権大会

日時：令和元年６月２３日 　　　場所：網干南ふれあいの館体育館　　　

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属 第３位 所　属

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属 第３位 所　属 第４位 所　属

部　　門 優　勝 所　属 第２位 所　属 第３位 所　属 敢闘賞 所　属


