
日時：令和３（２０２１）年４月４日
会場：常磐アリーナ（兵庫県立文化体育館）
主催：神戸市スポーツチャンバラ協会

区分 得物 優　勝 準優勝 ３位 ４位
松田　瑛太 有井　杏奈 菊地　朝陽 -

みどり丘こども園 つぐみ保育園 子供の園保育園
高砂武蔵(兵庫) 真成苑(兵庫) 高砂純心(兵庫)
松田　瑛太 有井　杏奈 菊地　朝陽 -

みどり丘こども園 つぐみ保育園 子供の園保育園
高砂武蔵(兵庫) 真成苑(兵庫) 高砂純心(兵庫)
松田　瑛太 凡例 氏名

みどり丘こども園 学校名
高砂武蔵(兵庫) 所属（都道府県名）
岡本　立 岡本　直 松本　哲 園田　大耀

熊取町立西小学校 熊取町立西小学校 米田西小学校 伊保小学校
有朋館(大阪) 有朋館(大阪) 高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵(兵庫)
竹中　風香 松本　哲 園田　大耀 水野　桜介
米田小学校 米田西小学校 伊保小学校 玉美小学校
高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵(兵庫) 蒼龍館(大阪)
藪内　律喜 石本　蘭奈 鎌谷　穂実 加納　初希
米田西小学校 米田小学校 米田小学校 米田小学校
高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵(兵庫)
土師　優陽 石本　蘭奈 加納　初希 照井　璃
岩岡小学校 米田小学校 米田小学校 天満小学校
真成苑（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵(兵庫) 真成苑（兵庫）
今津　苺果 勝部　葵 岡本　平 近藤　技貴

くすは縄手南小学校 榎本小学校 熊取町立西小学校 大池小学校
攻誠館（大阪） 蒼龍館(大阪) 有朋館(大阪) 神戸鈴蘭台(兵庫)
小野　源司 名嶋　敬次朗 石本　優雅 今津　苺果
成和小学校 米田小学校 米田小学校 くすは縄手南小学校
攻誠館（大阪） 高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵（兵庫） 攻誠館（大阪）
竹中　風香 前田　隼杜 岡本　直 有井　条
米田小学校 石切東小学校 熊取町立西小学校 井吹の丘小学校
高砂武蔵(兵庫) 攻誠館（大阪） 有朋館(大阪) 真成苑(兵庫)
名嶋　敬次朗 森本　椋太 藪内　律喜 鎌谷　悠翔
米田小学校 氷丘小学校 米田西小学校 米田小学校
高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫）
廣本　風斗 梅村　羽叶 藤原　瑞希 清水　大河
孔舎衙中学校 平岡中学校 岩岡中学校 美津島中学校
攻誠館（大阪） 高砂武蔵（兵庫） 真成苑(兵庫) 履正十三(大阪)
廣本　風斗 清水　大河 梅村　羽叶 藤原　瑞希
孔舎衙中学校 美津島中学校 平岡中学校 岩岡中学校
攻誠館（大阪） 履正十三(大阪) 高砂武蔵（兵庫） 真成苑(兵庫)
梅村　羽叶 藤原　瑞希 清水　大河 -
平岡中学校 岩岡中学校 美津島中学校

高砂武蔵（兵庫） 真成苑(兵庫) 履正十三(大阪)
古家　遼大 外崎　裕希 外間　實晃 近藤　勇一

宝殿中学校
有朋館(大阪) 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 神戸鈴蘭台(兵庫)
外間　實晃 梅村　一斗 渡辺　啓伍 廣本　英二
宝殿中学校 明石清水高校 神戸大学

高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 神戸大学SC同好会 攻誠館（大阪）
外間　實晃 古家　遼大 廣本　英二 丸田　隆
宝殿中学校

高砂武蔵（兵庫） 有朋館(大阪) 攻誠館（大阪） 真成苑(兵庫)
梅村　一斗 外崎　裕希 木岡　義心 廣本　風斗
明石清水高校 玉川中学校 孔舎衙中学校
高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 蒼龍館(大阪) 攻誠館（大阪）
小野　司 山野　薫 河内　唯成 梅村　一斗
英真高校 広島商船高専 清風高校 明石清水高校

攻誠館（大阪） 神戸鈴蘭台(兵庫) 蒼龍館(大阪) 高砂武蔵（兵庫）
星　大地 木岡　昌義 下夷　亜虎 植田　磨弥
神戸大学 大商大高校 神戸学院大学 神戸電子専門学校

神戸大学SC同好会 蒼龍館(大阪) 真成苑(兵庫) 真成苑(兵庫)

初段

小太刀

長　剣

３～４級

小太刀

長　剣

異　種

１～２級

小太刀

長　剣

異種ショート

異種ロング

５～６級

小太刀

長　剣

８～１０級 楯小太刀

５～７級 楯長剣

９～１０級

小太刀

長　剣

７～８級

小太刀

長　剣
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幼　年

小太刀

長　剣

サバイバル



区分 得物 優　勝 準優勝 ３位 ４位
依田　純太 市古　憲一郎 長谷川　雅 下夷　亜虎

関西外国語大学 関西外国語大学 神戸学院大学
高砂純心(兵庫) 真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 真成苑(兵庫)
市古　憲一郎 下夷　竜生 長谷川　進 小野　栄輝
関西外国語大学 宝塚医療大学 大阪経済大学 布施高校
真成苑(兵庫) 真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 攻誠館（大阪）
長谷川　雅 川井　悠輔 河内　唯成 竹末　琉生

関西外国語大学 清風高校 流通科学大学
攻誠館（大阪） 大谷大学OB 蒼龍館(大阪) 真成苑（兵庫）
市古　憲一郎 前田　龍希 小野　栄輝 星　大地
関西外国語大学 近畿大学 布施高校 神戸大学
真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 攻誠館（大阪） 神戸大学SC同好会
山野　夏海 市古　玖留美 村上　優 藤原　あず希

豊橋技術科学大学 大阪W&B専門学校 布施高校 明石南高校
神戸鈴蘭台(兵庫) 真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 真成苑(兵庫)
荒尾　梨乃 木岡　夢結 藤原　あず希 山口　悠夏

富田林中学校 明石南高校 大谷大学
真成苑(兵庫) 蒼龍館(大阪) 真成苑(兵庫) 京都
荒尾　梨乃 村上　優 前田　凛 木岡　夢結

布施高校 枚岡樟風高校 富田林中学校
真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 攻誠館（大阪） 蒼龍館(大阪)

加納　初希 國司　煌陽 竹中　風香 有井　条
米田小学校 甲緑小学校 米田小学校 井吹の丘小学校
高砂武蔵(兵庫) 神戸鈴蘭台(兵庫) 高砂武蔵(兵庫) 真成苑(兵庫)
長手　凛 名嶋　敬次朗 藪内　律喜 河内　唯里

英田北小学校 米田小学校 米田西小学校 玉美小学校
蒼龍館(大阪) 高砂武蔵(兵庫) 高砂武蔵（兵庫） 蒼龍館(大阪)

小学低学年の部 高砂武蔵(兵庫) 真成苑(兵庫) 蒼龍館(大阪)
先鋒（小太刀） 加納　初希 有井　杏奈 水野　桜介
中堅（楯小太刀） 松本　哲 土師　諒陽 前田　隼杜
大将（長剣F） 竹中　風香 有井　条 -
小学高学年の部 攻誠館（大阪） 高砂武蔵(兵庫) 蒼龍館(大阪)

先鋒（小太刀） 今津　苺果 石本　優雅 勝部　葵
中堅（長剣F） 今津　玲央奈 森本　椋太 長手　凛
大将（楯長剣） 小野　源司 名嶋　敬次朗 河内　唯里

女子の部 攻誠館（大阪） 真成苑(兵庫) ばえばえ～
先鋒（小太刀） 長谷川　雛 藤原　あず希 山口　悠夏
中堅（長剣F） 村上　優 市古　玖留美 野中　亜由美
大将（二刀） 前田　凛 荒尾　梨乃 梅谷　実和
中高一般の部 真成苑(兵庫) 攻誠館（大阪） 蒼龍館(大阪)

先鋒（小太刀） 磯上　裕宜 長谷川　雅 木岡　義心
中堅（異種ｼｮｰﾄ） 市古　憲一郎 長谷川　進 河内　唯成
大将（異種ﾛﾝｸﾞ） 下夷　竜生 小野　栄輝 木岡　昌義

参加者117名

女子グランドチャンピオン
荒尾　梨乃

真成苑(兵庫)

有段グランドチャンピオン
星　大地
神戸大学

神戸大学SC同好会(兵庫)

5～10級グランドチャンピオン
小野　源司
成和小学校
攻誠館（大阪）

1～4級グランドチャンピオン
外間　實晃
宝殿中学校

高砂武蔵（兵庫）

基本動作

小学中級以下

小学中級以上

団体戦

初段以上

異種ショート

異種ロング

女子

小太刀

長　剣

異　種
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二段以上

小太刀

長　剣


