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お問い合わせ

日本剣道形
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元太刀 錬士七段 青柳 利陽
仕太刀 錬士六段 谷治 弘康
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入賞者一覧

＜個人戦＞
小学生3年生 男子の部
優 勝：石井 凰介（東松舘道場）
準優勝：大島 寅生（石神井警察署少年剣道部）
三 位：髙村 憲太郎（東松舘道場）
三 位：渡邉 隼玄（石神井警察署少年剣道部）
敢闘賞：荒川 颯太（大四道場）
敢闘賞：小笠原 理志（光が丘剣道会）
敢闘賞：川名 櫂人（中村剣友会）
敢闘賞：長弓 広佑 （大泉剣児会）
小学生4年生

男子の部

優 勝：島村 昇冴（東松舘道場）
準優勝：岩田 俊佑（東松舘道場）
三 位：山口 瑠偉（東松舘道場）
三 位：吉原 斗佑真（東松舘道場）
敢闘賞：近澤 孝祐（練馬剣友会）
敢闘賞：土屋 賢信（武蔵剣友会）
敢闘賞：柾木 太一 （泉新剣友会）
敢闘賞：荘 宏隆（泉新剣友会）
小学生5年生 男子の部
優 勝：小林 洸太（泉新剣友会）
準優勝：大平 翔己（東松舘道場）

三 位：小林 駿佑（泉新剣友会）
三 位：石井 涼太（剣道大三道場）
敢闘賞：澤野 慶太（東松舘道場）
敢闘賞：飯岡 真秀 （武蔵剣友会）
敢闘賞：矢部 剛成（丸山剣友会）
敢闘賞：佐藤 伶（石神井警察署少年剣道部）
小学生6年生 男子の部
優 勝：橋本 大門（東松舘道場）
準優勝：上村 洸生（東松舘道場）
三 位：熊田 陽（開進剣友会）
三 位：渡辺 翔太（東松舘道場）
敢闘賞：石田 翔大（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：福住 太佳也（東松舘道場）
敢闘賞：石川 雄貴（東松舘道場）
敢闘賞：林 武（丸山剣友会）
小学生3・4年生

女子の部

優 勝：國本 彩音（東松舘道場）
準優勝：塚田 あおい（橋戸剣道団）
三 位：岩井 桃花（泉新剣友会）
三 位：遠藤 愛実（橋戸剣道団）
敢闘賞：金子 遥（富見台青少年育成剣友）
敢闘賞：児玉 絢香（東松舘道場）
敢闘賞：唐澤 愛梨 （大泉剣児会）
敢闘賞：高橋 美美（武蔵剣友会）
小学生5・6年生 女子の部
優 勝：島村 咲愛（東松舘道場）
準優勝：石井 茉俐（東松舘道場）
三 位：大江 志織（東松舘道場）
三 位：清宮 由結（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：松本 深愛（武蔵剣友会）
敢闘賞：加藤 紗己（東松舘道場）
敢闘賞：下鍜治 晴名（東松舘道場）
敢闘賞：前川 碧希（石神井警察署少年剣道部）
中学生1年生

男子の部

優 勝：髙村 慎之助（関中学）
準優勝：荒木 千葵（関中学）
三 位：正木 蓮大（関中学）
三 位：大久保 泰輝（関中学）
敢闘賞：川端 琳晴（泉新剣友会）
敢闘賞：三浦 智輝（大泉剣児会）
敢闘賞：浦井 進太郎（関中学）
敢闘賞：小池 侑理（関中学）
中学生2年生

男子の部

優 勝：松尾 瞳太（関中学）
準優勝：廣澤 優樹（関中学）
三 位：小山 颯（関中学）
三 位：杉山 昌大（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：佐藤 亘央（石神井中学）
敢闘賞：今井 陽太郎 （光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：湯田 奏汰（剣道大三道場）
敢闘賞：齋木 泰成（丸山剣友会）
中学生3年生

男子の部

優 勝：大平 翔斗（関中学）
準優勝：神宮寺 歩武（開進第三中学）
三 位：吉田 優真（関中学）
三 位：金谷 篤史（関中学）
敢闘賞：櫻井 佑乃介（上石神井中学）
敢闘賞：麦島 冬磨（大泉西中学）
敢闘賞：尚原 弘実 （東松舘道場）
敢闘賞：添田 勇羽 （丸山剣友会）
中学生 女子の部
優 勝：中園 愛依（開進第三中学）
準優勝：山本 寧々 （開進第三中学）
三 位：崔 瑳奏（東松舘道場）
三 位：加藤 綾（開進第三中学）

敢闘賞：谷 美聡（開進第三中学）
敢闘賞：小林 果奈（大四道場）
敢闘賞：熊田 恭（開進第三中学）
敢闘賞：髙橋 穂野加（開進第三中学）

高校生 男子の部
優 勝：魚田 正太郎（石神井剣真会）
準優勝：吉田 碧斗（剣道大三道場）
三 位：橋本 敦典（大泉武徳道場）
三 位：稲葉 渉（石神井剣真会）
高校生 女子の部
優 勝：小田 あかり（剣道大三道場）
準優勝：齋藤 亜美（大四道場）
三 位：金村 茉由子（豊心館）
三 位：藤野 楓音（練馬高等学校）
一般男子二段以下の部
優 勝：藤原 雄介（練馬剣友会）
準優勝：溝口 克弘（個人）
三 位：鈴木 理（開進剣友会）
三 位：奥村 吾郎（ホワイエ剣道教室）
一般男子三段の部
優 勝：塗師 貴詞（練東剣友会）
準優勝：成田 颯一（日本大学芸術学部剣道部）
三 位：金子 裕恒（大六小剣友会）
三 位：河上 伸太郎（大泉剣児会）
一般男子四段の部
優 勝：柴山 友希（関立野少年剣心会）
準優勝：山下 幸治（石神井剣真会）
三 位：奈良 行訓（豊心館）
三 位：阿部 崇（武蔵剣友会）
一般女子39歳以下の部
優 勝：柿本 真紀（田柄志士会）
準優勝：武原 由佳（練東剣友会）
三 位：佐藤 奏海（日本大学芸術学部剣道部）
三 位：槇 彩香（日本大学芸術学部剣道部）
一般女子40歳以上の部
優 勝：櫻井 千恵子（練馬剣道研究会）
準優勝：福嶋 咲子（関立野少年剣心会）
三 位：日髙 由美（ひかり剣道会）
三 位：小林 美緒（泉新剣友会）

Copyright (C) 練馬区剣道連盟 All rights reserved.

サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。

Powered by FC2ホームページ

