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大会参加団体　　　27団体　　　参加選手　　187名
主催：兵庫県・兵庫県教育委員会・公益財団法人兵庫県体育協会　主管：兵庫県スポーツチャンバラ協会　大会結果作成　門脇直彦

宗和　勇希

蒼龍館
(大阪府)

河内　唯里

次鋒(小太刀) 小野　源司 上山　颯太 照井　蒼 木岡　義心

丸田　隆 河内　唯成
副将(二刀or楯長) 野中　翔 山野　夏海 竹末　琉生 木岡　昌義

市古　憲一郎 前田　祐希

白髭　磨拓

大将(異種) 長谷川　雅 門脇　髙空

先鋒(小太刀)

攻誠館
(大阪府)

廣本　峰大

神戸鈴蘭台
(兵庫県)

得物 優勝 準優勝 ３位

中堅(長剣フリー) 榎本　伊吹

上山　啓太

真成苑A
(兵庫県)

３位

神戸鈴蘭台 梅村　理宝 高砂武蔵

団　体　戦

異種 福島　誠次 高砂武蔵全段級

サバイバル幼年 竹中　風香 美保里こども園
(高砂武蔵)

古川　昇 道心塾 井藤　久嗣

北川　孝太 名古屋武遊殿 野中　翔 名古屋武遊殿両手長剣 市古　憲一郎 関西外大(真成苑) 龍谷大(攻誠館) 岩田　徹二初段以上

両手長剣 細川　千洋３～１級 福井青空SC 吉田　陽 神戸村工(真成苑)

浜の宮小(高砂武蔵)１０～４級
両手長剣 橋本　尚也 浜の宮小(高砂武蔵) 名嶋　敬次朗 米田小(高砂武蔵) 石本　優雅 米田小(高砂武蔵) 藤田　穏空

平岡中(高砂武蔵) 辻　陽太 交野第一中(友心館)３～１級
楯長 下夷　亜虎 明石西高(真成苑) 不破　宏祐 大阪体育大学 梅村　一斗

香陽小(友心館) 外間　實晃 米田小(高砂武蔵)１０～４級
楯長 吉岡　美空 開成小(友心館) 別所　萌望乃 南ひばりが丘中

(刀流館) 竹内　蒼一郎

友心館 前田　祐希 蒼龍館初段以上
楯小 依田　純太 高砂純心 長谷川　雅 関西外大（攻誠館） 奥田　克幸

昇陽中(攻誠館) 塩木　友仁 甲西北中(健心塾)３～１級
楯小 櫻井　碧翔 富田林第一中（富翔館） 河内　唯成 清風中(蒼龍館) 小嶋　拓斗

桜丘北小(友心館) 久保　結菜 川西小(富翔館)７～４級
楯小 黒川　桂吾 桜丘北小（友心館） 梅村　羽叶 平岡東小(高砂武蔵) 長村　結太

北里小(健心塾) 長束　郁澄 富翔館１０～８級
楯小 藪内　律喜 米田西小(高砂武蔵) 山本　梨月 喜志西小(富翔館) 中川　玲音

神戸女学院中
(臥龍塾) 藤原　あず希 明石南高(真成苑)女子

２　刀 山野　夏海 明石高専(神戸鈴蘭台) 市古　玖留美 明石高（真成苑） 金澤　音々

大阪体育大学 堀田　和希 興國高(Yatoo!館)初段以上
２　刀 浜田　陸海 友心館 堀田　直希 興國高(Yatoo!館) 小田原　正樹

大阪大学 谷　弥亮 神戸学院大学３～１級
２　刀 藤井　洸鷹 綾歌中(無心会) 藤澤　誠二 富翔館 高橋　玄

開成小(友心館) 細川　和暉 鯖江中(福井青空SC)７～４級
２　刀 木岡　義心 岩田西小(蒼龍館) 照井　蒼 天満小(真成苑) 水野　陽太

信達小(有朋館) 有井　万修 井吹の丘小(真成苑)１０～８級
２　刀 園部　苺果 くすは六万寺小

（攻誠館） 又吉　華凪 まきの小(友心館) 大石　昊空

文京ＳＣ 荒尾　梨乃 姫路獨協大（真成苑）女子
長　剣 金澤　音々 神戸女学院中

(臥龍塾) 藤原　あず希 明石南高(真成苑) 森内　瑞季

高砂純心 長谷川　進 汎愛高（攻誠館）２段以上
長　剣 長谷川　雅 関西外大（攻誠館） 浜田　陸海 友心館 依田　純太

明石西高(真成苑) 河内　唯伸 近大附高(蒼龍館)初段
長　剣 植田　磨弥 神戸電子専門(真成苑) 福井　恵堂 佛教大学 下夷　亜虎

神戸村工(真成苑) 藤井　洸鷹 綾歌中(無心会)２～１級
長　剣 河内　唯成 清風中(蒼龍館) 木曽　崇 臥龍塾 吉田　陽

開成小(友心館) 木岡　義心 岩田西小(蒼龍館)４～３級
長　剣 黒川　桂吾 桜丘北小（友心館） 外間　實晃 米田小(高砂武蔵) 吉岡　美空

鯖江中(福井青空SC) 藤田　穏空 浜の宮小(高砂武蔵)６～５級
長　剣 藤井　悠成 富態小(無心会) 橋本　尚也 浜の宮小(高砂武蔵) 細川　和暉

米田小(高砂武蔵) 園部　苺果 くすは六万寺小
（攻誠館）８～７級

長　剣 小野　源司 成和小（攻誠館） 高田　美雨 津田小(友心館) 名嶋　敬次朗

荒井小(高砂武蔵) 土師　優陽 岩岡小(真成苑)１０～９級
長　剣 太田　晃斗 福島小(Yatto!館) 柳生　光輝 富熊小(無心会) 松田　透弥

西神戸YMCA(真成苑) 上野　隼大 浄幼稚園
(友心館)幼年

長　剣 大石　晴陽 砂川第二幼稚園
(有朋館) 竹中　風香 美保里こども園

(高砂武蔵) 田中　亨尚

神戸女学院中
(臥龍塾)

市古　玖留美 明石高（真成苑）女子
小太刀 荒尾　梨乃 姫路獨協大（真成苑） 森内　瑞季 文京ＳＣ 金澤　音々

福井青空SC 水野　明 友心館２段以上
小太刀 依田　純太 高砂純心 長谷川　雅 関西外大（攻誠館） 加藤　広也

柏原高（富翔館） 植田　磨弥 神戸電子専門(真成苑)初段
小太刀 下夷　亜虎 明石西高(真成苑) 堀田　直希 興國高(Yatoo!館) 櫻井　大輝

龍谷大 小嶋　拓斗 昇陽中(攻誠館)２～１級
小太刀 櫻井　碧翔 富田林第一中（富翔館） 井藤　久嗣 神戸鈴蘭台 石川　翔梧

浜の宮小(高砂武蔵) 吉岡　美空 開成小(友心館)４～３級
小太刀 黒川　桂吾 桜丘北小（友心館） 外間　實晃 米田小(高砂武蔵) 橋本　尚也

富態小(無心会) 小野　源司 成和小（攻誠館）６～５級
小太刀 藤田　穏空 浜の宮小(高砂武蔵) 園部　苺果 くすは六万寺小

（攻誠館） 藤井　悠成

孔舎衙小（攻誠館） 藪内　律喜 米田西小(高砂武蔵)８～７級
小太刀 名嶋　敬次朗 米田小(高砂武蔵) 久保　愛莉 川西小(富翔館) 廣本　峰大

天満小(真成苑) 福島　崇徳 津田小(友心館)１０～９級
小太刀 柳生　光輝 富熊小(無心会) 上野　凌大 中宮北小(友心館) 照井　璃

砂川第二幼稚園
(有朋館) 小南　向陽 米田幼稚園

(高砂武蔵)幼年
小太刀 上野　隼大 浄幼稚園

(友心館) 竹中　風香 美保里こども園
(高砂武蔵) 大石　晴陽

高砂武蔵 前田　帆乃香 蒼龍館有段
基本動作 浦川　渚人 高砂武蔵 長谷川　雅 関西外大（攻誠館） 福島　誠次

山田中（友心館） 谷口　一愛 高砂武蔵２～１級
基本動作 木岡　夢結 富田林中（蒼龍館） 中崎　愛音 宝殿中(高砂武蔵) 遠矢　妃莉

甲西北中(健心塾) 橋本　尚也 浜の宮小(高砂武蔵)４～３級
基本動作 木岡　義心 岩田西小(蒼龍館) 黒川　桂吾 桜丘北小（友心館） 羽根　愛喜

成和小（攻誠館） 梅村　羽叶 平岡東小(高砂武蔵)６～５級
基本動作 藤田　穏空 浜の宮小(高砂武蔵) 藤井　悠成 富態小(無心会) 小野　源司

玉美小(蒼龍館) 山本　梨月 喜志西小(富翔館)８～７級
基本動作 名嶋　敬次朗 米田小(高砂武蔵) 植松　由稀奈 米田小(高砂武蔵) 河内　唯里

富熊小(無心会) 鎌谷　穂実 米田小(高砂武蔵)１０～９級
基本動作 柳生　爽羽 富熊小(無心会) 石本　蘭奈 米田小(高砂武蔵) 横山　蒼空

さくらｷﾝﾀﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝ
(真成苑) 石本　瑠奈 米田保育園

(高砂武蔵）幼年
基本動作 上野　隼大 浄幼稚園

(友心館) 竹中　風香 美保里こども園
(高砂武蔵) 土師　諒陽

第73回兵庫県民体育大会 第28回兵庫県スポーツチャンバラ選手権大会
                                                　　　日時場所  R1.7.28 神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館)
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