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第26回練馬区スポーツ少年団剣道大会
★木刀による剣道基本技 小学生の部
優 勝：（武蔵剣友会）阿部 司・窪田 滋春
準優勝：（練東剣友会）本松 侑大・乙川 悠真
三 位：（橋戸剣道団）冨永 沙也加・宮田 芽依
三 位：（泉新剣友会）中園 愛依・能勢 将智

★日本剣道形 中学生の部
優 勝：（錬伸館道場）岡本 彩美・尊田 三奈未
準優勝：（練馬剣友会）高坂 哲兵・安保 里香
三 位：（田柄志士会）富田 湧介・川越 雄至
三 位：（泉新剣友会）前田 航輝・小林 修太

入賞者一覧

★小学生3年生 男子の部
優

勝：大平 翔己（東松舘道場）

準優勝：小林 優輝（東松舘道場）
三

位：山北 樹（東松舘道場）

三

位：橋本 大門（東松舘道場）

敢闘賞：林

武（丸山剣友会）

敢闘賞：橋本 岳門 （東松舘道場）
敢闘賞：熊田 陽（開進剣友会）
敢闘賞：福住 太佳也（橋戸剣道団）
★小学生4年生 男子の部
優 勝：前田 結祗（泉新剣友会）
準優勝：田村 和弥（東松舘道場）
三

位：大久保 泰輝（東松舘道場）

三

位：高坂 凜太朗（練東剣友会）

敢闘賞：四反田 和樹（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：吉田 晴輝 （武蔵剣友会）
敢闘賞：川越 紘志 （田柄志士会）
敢闘賞：下鍜治 仁貴（東松舘道場）
★小学生5年生 男子の部
優

勝：小山 颯（東松舘道場）

準優勝：広沢 優樹（東松舘道場）
三

位：堀川 恵吾（東松舘道場）

三

位：西口 佳孝（東松舘道場）

敢闘賞：佐藤 拓矢（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：藤本 夏生（橋戸剣道団）
敢闘賞：比企 優太（武蔵剣友会）
敢闘賞：杉原 大樹（石神井剣真会）
★小学生6年生 男子の部
優

勝：尚原 弘実（東松舘道場）

準優勝：大平 翔斗（東松舘道場）
三 位：濱中 将誠（東松舘道場）
三

位：前泊 亘佑（練東剣友会）

敢闘賞：神宮寺 歩武（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：金谷 篤史（東松舘道場）
敢闘賞：宋

一成（東松舘道場）

敢闘賞：吉田 優真（東松舘道場）
★小学生3・4年生 女子の部
優

勝：互野 実衣子（剣道大三道場）

準優勝：中園 奈歩（泉新剣友会）
三 位：小林 果奈（大四道場）
三 位：谷 美聡（剣道大三道場）
敢闘賞：秋永 菜々花（剣道大三道場）
敢闘賞：大江 志織（東松舘道場）
敢闘賞：本多 桃子（大泉剣児会）
敢闘賞：福嶋 香音（関立野少年剣心会）
★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：冨永 沙也加（橋戸剣道団）
準優勝：中園 愛依（泉新剣友会）
三 位：國本 夢叶（東松舘道場）
三 位：山本 寧々（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：金子 早恵（丸山剣友会）
敢闘賞：尾崎 里緒（東松舘道場）
敢闘賞：宮田 芽依（橋戸剣道団）
敢闘賞：中嶋 春香（石神井警察少年剣道部）
★中学生1年生 男子の部
優 勝：西岡 駿（泉新剣友会）
準優勝：古賀 裕基（石神井剣真会）
三 位：吉田 碧斗（剣道大三道場）
三 位：亀井 彰人（大泉剣児会）
敢闘賞：小野寺 隆人（武蔵剣友会）
敢闘賞：木村 光貴（泉新剣友会）
敢闘賞：窪田 翔海（北原剣友会）
敢闘賞：澁澤 賢（大泉剣児会）
★中学生2年生 男子の部
優 勝：小林 修太（泉新剣友会）

準優勝：志田 龍治（大泉剣児会）
三

位：鈴木 天斗（関立野少年剣心会）

三

位：赤木 孝之輔（光が丘警察少年剣道部）

敢闘賞：青柳 亮慈（開進剣友会）
敢闘賞：和田 拓人（泉新剣友会）
敢闘賞：今村 友哉（開進剣友会）
敢闘賞：能勢 英雅（泉新剣友会）

★中学生3年生 男子の部
優

勝：前田 航輝（泉新剣友会）

準優勝：重田 隼佑（練馬北町少年剣友会）
三

位：海藤 雄太（大泉剣児会）

三

位：橋本 雪村（関立野少年剣心会）

敢闘賞：田代 智也（石神井剣真会）
敢闘賞：羽場 信吾（大泉剣児会）

★中学生 女子の部
優

勝：小田 あかり（剣道大三道場）

準優勝：尾崎 瑚桃（関立野少年剣心会）
三

位：木幡 貴穂（剣道大三道場）

三

位：尊田 三奈未（錬伸館道場）

敢闘賞：荒谷 陽（錬伸館道場）
敢闘賞：齋藤 亜美（大四道場）
敢闘賞：岡本 彩美（錬伸館道場）
敢闘賞：湯田 瑠璃音（剣道大三道場）
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※掲載の写真について
掲載の写真は、選手のプライバシーを考慮して、・遠景写真を使用する・横顔を使用する・解像度を下
げる、ゼッケンの写り方などの工夫をして撮影、画像編集を行っています。あからさまな画像加工をす
るよりも、可能な限り自然な写真を使用して大会の雰囲気をお伝えするよう心がけていますので、ゼッ
ケンが写る場合もあります。小さく写ったものや不鮮明だとお感じになるものもあるでしょうが、どう
かご理解くださいませ。
練馬区剣道連盟
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