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幼年 永原　佑真 高砂武蔵 谷村　絢斗 真成苑 入江　瑠一 高砂武蔵

10級～9級 松本　哲 高砂武蔵 森本　絢介 高砂武蔵 松田　瑛太 高砂武蔵 園田　大耀 高砂武蔵

8級～7級 加納　初希 高砂武蔵 柳生　光輝 無心会 竹中　風香 高砂武蔵 有井　条 真成苑

6級～5級 長手　凛 蒼龍館 藪内　律喜 高砂武蔵 石本　蘭奈 高砂武蔵 藤井　澪那 無心会

4級～3級 藤井　悠成 無心会 西谷　恒希 高砂武蔵 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 鎌谷　悠翔 高砂武蔵

2級～1級 黒川　桂吾 友心館 谷口　一愛 高砂武蔵 小南　笑美留 高砂武蔵 久保　愛莉 富翔館

初段以上 川田　雄太郎 高松 藤井　洸鷹 無心会 長谷川　雅 攻誠館 下川　琥太郎 友心館

幼年 永原　佑真 高砂武蔵 谷村　絢斗 真成苑 入江　瑠一 高砂武蔵

10級～9級 松本　哲 高砂武蔵 園田　大耀 高砂武蔵 森本　絢介 高砂武蔵 石本　瑠奈 高砂武蔵

8級～7級 柳生　光輝 無心会 荒木　颯亮 真成苑 岡本　直 有朋館 加納　初希 高砂武蔵

6級～5級 藪内　律喜 高砂武蔵 吉良　武将 高砂武蔵 柳生　爽羽 無心会 宗和　勇希 真成苑

4級～3級 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 宮口　慶 刀流館 細川　和暉 福井青空 石本　優雅 高砂武蔵

2級～1級 黒川　桂吾 友心館 小野　源司 攻誠館 西谷　凪紗 龍谷大学 井上　健太郎 神戸鈴蘭台

初段以上 杉下　由龍 文京SC 市古　憲一郎 真成苑 川田　雄太郎 高松 長谷川　雅 攻誠館

女子 荒尾　梨乃 真成苑 市古　玖留美 真成苑 山口　悠夏 大谷大学 長谷川　雛 攻誠館

幼年 永原　佑真 高砂武蔵 入江　瑠一 高砂武蔵 谷村　絢斗 真成苑

10級～9級 松本　哲 高砂武蔵 園田　大耀 高砂武蔵 水野　桜介 蒼龍館 有井　杏奈 真成苑

8級～7級 竹中　風香 高砂武蔵 土師　優陽 真成苑 有井　条 真成苑 森川　博斗 蒼龍館

6級～5級 柳生　爽羽 無心会 藪内　律喜 高砂武蔵 石本　蘭奈 高砂武蔵 森川　敬斗 蒼龍館

4級～3級 宮口　慶 刀流館 細川　和暉 福井青空 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 又吉　華凪 友心館

2級～1級 黒川　桂吾 友心館 平井　健太郎 友心館 外間　實晃 高砂武蔵 西谷　凪紗 龍谷大学

初段以上 長谷川　雅 攻誠館 野中　翔 攻誠館 粟井　聡 真成苑 加藤　広也 福井青空

女子 山口　悠夏 大谷大学 長谷川　雛 攻誠館 市古　玖留美 真成苑 谷口　愛迦 高砂武蔵

10級～9級 松本　哲 高砂武蔵 緒方　梨乃 富翔館 山下　健心 富翔館 吉良　和将 高砂武蔵

8級～7級 竹中　風花 高砂武蔵 土師　優陽 真成苑 山下　大翔 富翔館 長束　佳澄 富翔館

6級～5級 森本　椋太 高砂武蔵 藤井　澪那 無心会 勝部　葵 蒼龍館 森川　敬斗 蒼龍館

4級～3級 藤井　悠成 無心会 細川　和暉 福井青空 名嶋　敬次朗 高砂武蔵 宮崎　貫太 有朋館

2級～1級 外間　實晃 高砂武蔵 石本　優樹 高砂武蔵 井上　健太郎 神戸鈴蘭台 平井　健太郎 友心館

初段以上 門脇　直彦 神戸鈴蘭台 長谷川　雅 攻誠館 市古　憲一郎 真成苑 中村　穂高 龍谷大学

女子 荒尾　梨乃 真成苑 谷口　一愛 高砂武蔵 山口　悠夏 大谷大学 鎌谷　理嘉 高砂武蔵

永原　佑真 高砂武蔵

参加団体：　　４団体２２団体 参加選手：　　　60名１３０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

サバイバル幼年

第7回高砂市スポーツチャンバラ選手権大会
日時場所 2022/5/1 高砂市　総合体育館 1F アリーナ
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