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演武

元立 青木 比沙子 ・ 永田 卓也
掛手 中園 奈歩・中園 愛依・小田 あかり・前田 結祇・阿部 司・窪田 滋春
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剣道六段

青木 健一

■個人戦
★小学生3年生

男子の部

優 勝：大平 翔己（東松舘道場）
準優勝：中村 光希（東松舘道場）
三 位：宮城 希海（旭丘剣道会）
三 位：緒野脇 健太朗（大四道場）
敢闘賞：小林 洸太（泉新剣友会）
敢闘賞：西木 陽高（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：佐藤 伶（石神井警察署少年剣道部）
敢闘賞：長沼 空良 （東大泉剣友会）
★小学生4年生

男子の部

優 勝：橋本 大門（東松舘道場）
準優勝：小林 優輝（東松舘道場）
三 位：古賀 智也（石神井剣真会）
三 位：山北 樹（東松舘道場）
敢闘賞：橋本 岳門（東松舘道場）
敢闘賞：佐々木 輝（東大泉剣友会）
敢闘賞：赤嶺 壮市朗 （丸山剣友会）
敢闘賞：渡邉 繁晴（田柄志士会）

★小学生5年生

男子の部

優 勝：髙村 慎之助（東松舘道場）
準優勝：浦井 進太郎（東松舘道場）
三 位：大久保 泰輝（東松舘道場）
三 位：高橋 義武（泉新剣友会）
敢闘賞：下鍛治 仁貴（東松舘道場）
敢闘賞：田村 和弥 （東松舘道場）
敢闘賞：正木 蓮（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：前田 結祇（泉新剣友会）

★小学生6年生 男子の部
優 勝：西口 佳孝（東松舘道場）
準優勝：小山 颯（東松舘道場）
三 位：松尾 瞳太（東松舘道場）
三 位：比企 優太（武蔵剣友会）
敢闘賞：根本 真紗貴（北原剣友会）
敢闘賞：石山 寛太（東松舘道場）
敢闘賞：杉山 昌大（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：広沢 優樹（東松舘道場）

★小学生3・4年生 女子の部
優 勝：諸橋 日乃（丸山剣友会）
準優勝：秋永 菜々花（剣道大三道場）
三 位：塚田 奈那（橋戸剣道団）
三 位：加藤 紗己（東松舘道場）
敢闘賞：宮崎 杏（東大泉剣友会）
敢闘賞：福嶋 香音（関立野少年剣心会）

敢闘賞：武井 直緒 （橋戸剣道団）
敢闘賞：富田 紅緒（中村剣友会）

★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：中園 奈歩（泉新剣友会）
準優勝：加藤 綾（東松舘道場）
三 位：横山 夢乃（橋戸剣道団）
三 位：魚田 理子（石神井剣真会）
敢闘賞：互野 実衣子（剣道大三道場）
敢闘賞：助川 麻美（東大泉剣友会）
敢闘賞：廣岡 美羽（練馬警察署少年剣道部）
敢闘賞：小林 さくら（東松舘道場）

★中学生1年生

男子の部

優 勝：大平 翔斗（東松舘道場）
準優勝：尚原 弘実（東松舘道場）
三 位：阿部 司（武蔵剣友会）
三 位：吉田 優真（東松舘道場）
敢闘賞：秋永 歩夢（剣道大三道場）
敢闘賞：濱中 将誠（東松舘道場）
敢闘賞：神宮寺 歩武（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：宋 一成（東松舘道場）

★中学生2年生

男子の部

優 勝：門間 光児（東松舘道場）
準優勝：西口 知成（東松舘道場）
三 位：原田 光（東松舘道場）
三 位：古賀 裕基（石神井剣真会）
敢闘賞：澤田 玲於（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：吉田 碧斗 （剣道大三道場）
敢闘賞：藤本 響輝（東松舘道場）
敢闘賞：田中 滉一朗（東松舘道場）

★中学生3年生 男子の部
優 勝：小川 大輝（東松舘道場）
準優勝：青木 一真（東松舘道場）
三 位：吉田 翔（東松舘道場）
三 位：大平 翔士（東松舘道場）
敢闘賞：能勢 英雅（泉新剣友会）
敢闘賞：小林 修太（泉新剣友会）
敢闘賞：今井 蓮 （泉新剣友会）
敢闘賞：吉村 純平 （東松舘道場）

★中学生 女子の部
優 勝：安保 里香（練馬剣友会）
準優勝：荒木 千遥 （東松舘道場）
三 位：石山 あすか（東松舘道場）
三 位：國本 夢叶（東松舘道場）
敢闘賞：中嶋 春香（石神井警察署少年剣道部）
敢闘賞：栗原 彩歌（旭丘剣道会）
敢闘賞：中園 愛依（泉新剣友会）
敢闘賞：高橋 穂野加（泉新剣友会）

★高校生

男子の部

優 勝：栗林 慶太（泉新剣友会）
準優勝：卯月 雄士（練東剣友会）
三 位：木村 光（田柄志士会）
三 位：原竹 純平（橋戸剣道団）

★高校生

女子の部

優 勝：小田 にいな（剣道大三道場）
準優勝：髙橋 ひなの（石神井剣友会）

◎一般男子三段以下 40歳以下の部
優 勝：勝田 竜太郎（東大泉剣友会）
準優勝：大友 亜虹（ひかり剣道会）
三 位：荘 修一（泉新剣友会）
三 位：今川 広樹（橋戸剣道団）

◎一般男子三段以下 41歳以上の部
優 勝：植村 恵（田柄志士会）
準優勝：秋永 賢一（剣道大三道場）
三 位：上條 貴史（緑剣友会）
三 位：李 大夏（田柄志士会）

◎一般男子四・五段 40歳以下の部
優 勝：高橋 平和（練馬剣道研究会）
準優勝：小田 寛人（剣道大三道場）
三 位：三木 靖司（光が丘剣道会）
三 位：三上 優（練東剣友会）

◎一般男子四・五段 41歳以上の部
優 勝：井上 恵一（東松舘道場）
準優勝：山下 幸治（石神井剣真会）
三 位：藤崎 章也 （誠心剣友会）
三 位：関根 康明（泉新剣友会）

◎一般女子30歳以下の部

優 勝：弓座 栞奈（大西剣友会）
準優勝：武原 史佳（練東剣友会）
三 位：青木 比沙子（練馬剣友会）
三 位：柿本 真紀（田柄志士会）

◎一般女子31歳以上の部
優 勝：前川 みつ（練馬剣友会）
準優勝：今給黎 摂子（光が丘剣道会）
三 位：大塚 恵味（石神井剣真会）
三 位：富田 明子（中村剣友会）

★少年団体の部
優 勝：東松舘道場A
準優勝：東松舘道場B
三 位：光が丘警察署少年剣道部A
三 位：練馬北町少年剣友会A

◎一般団体の部
優 勝：練馬剣友会A
準優勝：練東剣友会
三 位：橋戸剣道団A
三 位：橋戸剣道団B
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