
日時：令和4（２０22）年４月3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
西村　柚希 谷村　絢斗 永原　佑真
わかくさ幼稚園 ぽっかぽっかにっけ保育園 別府幼稚園
師承館（兵庫） 真成苑（兵庫） 高砂武蔵（兵庫）
西村　柚希 永原　佑真 谷村　絢斗
わかくさ幼稚園 別府幼稚園 ぽっかぽっかにっけ保育園

師承館（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 真成苑（兵庫）
永原　佑真 凡例 氏名
別府幼稚園 学校名

高砂武蔵（兵庫） 所属（都道府県名）
松本　哲 園田　大耀 森本　絢介 石本　瑠奈

米田西小学校 伊保小学校 氷丘小学校 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）
石本　瑠奈 園田　大耀 西村　允希 松田　瑛太
米田小学校 伊保小学校 高羽小学校 荒井小学校

高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 師承館（兵庫） 高砂武蔵（兵庫）
岡本　立 前田　隼杜 倉本　晃太郎 竹中　風香

熊取町立西小学校 石切東小学校 わかば西小学校 米田小学校
有朋館（大阪） 蒼龍館（大阪） 刀流館（兵庫） 高砂武蔵（兵庫）
長束　佳澄 占部　凛 岡本　立 奥田　櫂
向陽台小学校 枚方市立さだ小学校 熊取町立西小学校 寝屋川市立第五小学校
富翔館（大阪） 友心館（大阪） 有朋館（大阪） 友心館（大阪）
藪内　律喜 土師　優陽 柳生　光輝 勝部　葵
米田西小学校 岩岡小学校 富熊小学校 榎本小学校
高砂武蔵（兵庫） 真成苑（兵庫） 無心会（香川県） 蒼龍館（大阪）
柳生　爽羽 今津　玲央奈 廣本　峰大 池辺　穂乃花
富熊小学校 くすは南校 孔舎衙小学校 横山小学校

無心会（香川県） 攻誠館（大阪） 攻誠館（大阪） 富翔館（大阪）
竹中　風香 岡本　立 石本瑠奈 森本　絢介
米田小学校 熊取町立西小学校 米田小学校 氷丘小学校

高砂武蔵（兵庫） 有朋館（大阪） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫）
藪内　律喜 柳生　光輝 河内　唯里 森本　椋太
米田西小学校 富熊小学校 玉美小学校 氷丘小学校
高砂武蔵（兵庫） 無心会（香川県） 蒼龍館（大阪） 高砂武蔵（兵庫）
黒川　桂吾 宮津　聡 平井　健太郎 鎌谷　悠翔
桜丘中学校 長尾中学校 仰星中学校 宝殿中学校
友心館（大阪） 刀流館（兵庫） 友心館（大阪） 高砂武蔵（兵庫）
黒川　桂吾 宮津　聡 小野　源司 久保　結菜
桜丘中学校 長尾中学校 盾津中学校 富田林市立第二中学校
友心館（大阪） 刀流館（兵庫） 攻誠館（大阪） 富翔館（大阪）
宮津　聡 平井　健太郎 藤井　悠成 廣本　風斗
長尾中学校 仰星中学校 綾歌中学校 孔舎衙中学校
刀流館（兵庫） 友心館（大阪） 無心会（香川県） 攻誠館（大阪）
榎本　伊吹 大石　星空 中村　公星 西川　知秀
関大一高 信達中学校 西和中学校 西和中学校

攻誠館（大阪） 有朋館（大阪） 紀州護誠館（和歌山） 紀州護誠館（和歌山）
榎本　伊吹 近藤　勇一 河内　孔明 西川　知秀
関大一高 龍谷大学 西和中学校

攻誠館（大阪） 神戸鈴蘭台（兵庫） 紀州護誠館（和歌山）
竹原　勇太 宗和　泰司 西川　知秀 近藤　勇一
龍谷大学 西和中学校

真成苑（兵庫） 紀州護誠館（和歌山） 神戸鈴蘭台（兵庫）
河内　孔明 石川　正幸 中村　公星 高田　大志
龍谷大学 西和中学校 西和中学校

紀州護誠館（和歌山） 紀州護誠館（和歌山） 高砂武蔵（兵庫）
木岡　義心 河内　唯成 遠矢　楓翔 勇上　康太朗
玉川中学校 清風高校 仰星高校 龍谷大学
蒼龍館（大阪） 蒼龍館（大阪） 友心館（大阪）
遠矢　楓翔 中村　航大 櫻井　碧翔 木岡　昌義
仰星高校 英真学園 東大阪大学附属柏原高 OCA専門学校

友心館（大阪） 履正十三（大阪） 富翔館（大阪） 蒼龍館（大阪）

長　剣

長　剣

１～２級

小太刀

異種ロング

初段

小太刀

長　剣

異種ショート

５～６級

小太刀

長　剣

３～４級

小太刀

異　種

８～１０級

５～７級

楯小太刀

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
藤岡　秋介 浦川　渚人 下夷亜虎 市古　憲一郎

神戸学院大学
神奈川県立武道館 高砂武蔵（兵庫） 真成苑（兵庫） 真成苑（兵庫）
依田　純太 長谷川　進 藤原　唯人 岩田　徹二

大阪経済大学 大阪教育大学
高砂純心（兵庫） 攻誠館（大阪） 富翔館（大阪） 名古屋武遊殿
依田　純太 遠矢　楓翔 岩田　徹二 櫻井　碧翔

仰星高校 東大阪大学附属柏原高
高砂純心（兵庫） 友心館（大阪） 名古屋武遊殿 富翔館（大阪）
市古　憲一郎 藤岡　秋介 川田　雄太郎 占部　彰一

真成苑（兵庫） 神奈川県立武道館 高松市協会 友心館（大阪）
和田　奈々 谷山　いくな 高田　美雨 今津　苺果

津田中学校 くすは縄手南
愛知童夢殿 愛知童夢殿 友心館（大阪） 攻誠館（大阪）
和田　奈々 荒尾　梨乃 野口　智穂吏 吉岡　美空

初芝立命館中学校
愛知童夢殿 真成苑（兵庫） 一心塾（奈良） 友心館（大阪）
遠矢　妃莉 梅谷　実和 和田　奈々 谷口　一愛
交野高校 関西学院大学

友心館（大阪） 真成苑（兵庫） 愛知童夢殿 高砂武蔵（兵庫）

森本　絢介 松本　哲 松田　瑛太 北島　煌晟
氷丘小学校 米田西小学校 荒井小学校 広田小学校

高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 高砂武蔵（兵庫） 刀流館（兵庫）
長手　凛 石本　蘭奈 河内　唯里 又吉　華凪

英田北小学校 米田小学校 玉美小学校 牧野小学校
蒼龍館（大阪） 高砂武蔵（兵庫） 蒼龍館（大阪） 友心館（大阪）

小学低学年の部 高砂武蔵（兵庫） 有朋館（大阪） 富翔館（大阪）
先鋒（小太刀） 石本　瑠奈 岡本　直 山下　健心
中堅（楯小太刀） 竹中　風香 大石　晴陽 緒方　梨乃
大将（長剣F） 松本　哲 岡本　立
小学高学年の部 高砂武蔵（兵庫） 坂出市協会（香川） 攻誠館（大阪）
先鋒（小太刀） 石本　蘭奈 藤井　澪那 廣本　峰大
中堅（長剣F） 森本　椋太 柳生　爽羽 今津　玲央奈
大将（楯長剣） 藪内　律喜 柳生　光輝

女子の部 友心館（大阪） 純心・友心館（兵庫・大阪） 真成苑（兵庫）
先鋒（小太刀） 高田　美雨 竹中　優生 梅谷　実和
中堅（長剣F） 吉岡　美空 竹中　美優 市古　玖留美
大将（二刀） 遠矢　妃莉 依田　梨央 荒尾　梨乃
中高一般の部 攻誠館（大阪） 蒼龍館（大阪） 富翔館（大阪）

先鋒（小太刀） 榎本　伊吹 勝部　剛 櫻井　碧翔
中堅（異種ｼｮｰﾄ） 長谷川　進 木岡　昌義 藤原　唯人
大将（異種ﾛﾝｸﾞ） 野中　翔 大倉　健史 櫻井　大輝

参加者数20団体149名　作成者磯上裕宜

女子ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

有段 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

二段以上

小太刀

長　剣

女子

小太刀

長　剣

団体戦

5-10級ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

1-4級ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
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基本動作

小学中級以下

小学中級以上

異　種

初段以上

異種ショート

異種ロング

藪内　律喜
米田西小学校
高砂武蔵（兵庫）

宮津　聡
長尾中学校
刀流館（兵庫）

和田　奈々

愛知童夢殿

藤岡　秋介

神奈川県立武道館


