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第66回練馬区民体育大会 剣道競技大会 入賞者一覧

小林 和彦

★小学生3年生
優

男子の部

勝：荒木 千葵（東松館道場）

準優勝：高坂 凛太朗（練東剣友会）
三

位：前田 結祇（泉新剣友会）

三 位：田村 和弥（東松館道場）
敢闘賞：高橋 義武（泉新剣友会）
敢闘賞：柳下 聖哲（南田中青少年育成剣道部）
敢闘賞：三浦 智輝（大泉剣児会）
敢闘賞：四反田 和樹（練馬北町少年剣友会）
★小学生4年生

男子の部

優

勝：小山

楓（東松館道場）

三

位：相馬 剣士郎（泉新剣友会）

準優勝：西口 桂孝（東松館道場）
三 位：石山 寛太 （東松館道場）
敢闘賞：堀川 恵吾（石神井警察署少年剣道部）
敢闘賞：乙川 悠真（練東剣友会）
敢闘賞：今井 陽太郎 （光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：広沢 優樹（東松館道場）
★小学生5年生

男子の部

優

勝：太平 翔斗（東松館道場）

三

位：能勢 将智（泉新剣友会）

準優勝：宋 一成（東松館道場）
三 位：吉田 優真（東松館道場）
敢闘賞：窪田 滋春（武蔵剣友会）
敢闘賞：宝地戸

仁（大西剣友会）

敢闘賞：堀 丈太郎 （練東剣友会）
敢闘賞：前泊 亘佑（練馬剣友会）
★小学生6年生 男子の部
優 勝：原田 光（東松館道場）
準優勝：門間 光児（東松館道場）
三 位：田中 滉一朗（東松館道場）
三 位：西口 知成（東松館道場）
敢闘賞：西岡 駿（泉新剣友会）
敢闘賞：石山 京汰（剣道大三道場）
敢闘賞：石山 竜丸（剣真会）
敢闘賞：吉田 碧斗（剣道大三道場）
★小学生3・4年生 女子の部
優 勝：中園 奈歩（泉新剣友会）
準優勝：横山 夢乃（橋戸剣道団）
三 位：小林 果奈（大四道場）
三 位：深津 香莉（東大泉剣友会）
敢闘賞：馬来 麻美（東大泉剣友会）
敢闘賞：谷 美聡（剣道大三道場）
敢闘賞：原 希衣子（大六小剣友会）
敢闘賞：魚田 理子（石神井剣真会）
★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：安保 里香（練馬剣友会）
準優勝：國本 夢叶（東松館道場）
三 位：中園 愛依（泉新剣友会）
三 位：小瀬木 晶弓（練東剣友会）
敢闘賞：荒木 千遥（東松館道場）

敢闘賞：尾崎 理緒（東松館道場）
敢闘賞：冨永 沙也香（橋戸剣道団）
敢闘賞：齋藤 舞桜（練馬北町少年剣友会）

★中学生1年生
優

男子の部

勝：小川 大輝（関中学）

準優勝：吉村 純平（関中学）
三

位：小川 柊輔（東松館道場）

三

位：徳永 竜哉（大西中学）

敢闘賞：吉田

翔（関中学）

敢闘賞：大江 崇太（東松館道場）
敢闘賞：大平 翔士（関中学）
敢闘賞：青木 一真（東松館道場）
★中学生2年生 男子の部
優 勝：河合 麗司（石神井中学）
準優勝：栗林 功己（泉新剣友会）
三
三

位：西山 正基（貫井中学）
位：中尾 星太（関中学）

敢闘賞：羽場 信吾（石神井中学）
敢闘賞：嶋村

優（関中学）

敢闘賞：橋本 雪村（関立野少年剣心会）
敢闘賞：玉垣 徹也（関中学）
★中学生3年生

男子の部

優

勝：吉村 逸平（関中学）

三

位：澤田 琉哉（開進三中）

準優勝：鶴谷 雄飛（東松館道場）
三 位：吉田 亮太郎（関中学）
敢闘賞：朝比奈路海（東松館道場）
敢闘賞：伊藤 正登（練馬剣友会）
敢闘賞：高田 大輝（東松館道場）
敢闘賞：菅
★中学生

太智（三原台中学）

女子の部

優

勝：升谷 理紗子（開進三中）

三

位：森田 菜月（東松館道場）

準優勝：外山

明（石神井中学）

三 位：前田 美里（関立野少年剣心会）
敢闘賞：藤原 彩（富士見中学）
敢闘賞：宮崎 海帆（大泉剣児会）
敢闘賞：齋藤 恵美（大四道場）
敢闘賞：齋藤 亜美（大四道場）

★高校生 男子の部
優 勝：浅沼 祐輝（剣道大三道場）
準優勝：川島 彰悟（石神井警察署少年剣道部）
三 位：伊藤 眞太郎（ひかり剣道会）
三 位：大森 智保（光丘高校）

★高校生
優

女子の部

勝：平尾 美涼（光丘高校）

準優勝：榎本 翠月（武蔵剣友会）
三

位：伊藤 春香（富士見高校）

三

位：石井 華凛（富士見高校）

◎一般男子二段の部
優

勝：末廣 大地（錬伸館道場）

三

位：新谷 照信（田柄志士会）

準優勝：阿部
三

崇（武蔵剣友会）

位：秋永 賢一（剣道大三道場）

◎一般男子三段の部
優

勝：一条 和広（石神井剣友会）

三

位：大友 亜虹（ひかり剣道会）

準優勝：横山 裕司（練馬北町少年剣友会）
三

位：篠

成治（橋戸剣道団）

◎一般男子四段の部
優

勝：中迎 大樹（田柄志士会）

三

位：近藤 一穂（練馬剣友会）

準優勝：児島 義久（練馬北町少年剣友会）
三

位：鴨川 康隆（豊心会）

◎一般女子三段30歳以下の部
優 勝：武原 由佳（練東剣友会）
準優勝：杉田 麻衣子（関立野少年剣心会）
三 位：高橋 比沙子（練馬剣友会）

◎一般女子三段31歳以上の部
優 勝：宮田 博美（橋戸剣道団）
準優勝：三輪 恵璃子（東松館道場）
三 位：栗林 智江（泉新剣友会）
三 位：桜井 千恵子（千歳会）

フォトギャラリー
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