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 ⼤会会⻑挨拶 練⾺区剣道連盟会⻑ ⽻⾓ 孝郎 先⽣

※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、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。⼩さく写ったものや不鮮明なものばかりとお感じになるでしょうが、どう
かご理解くださいませ。
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 剣道基本錬成  指導者 剣道六段 齋藤 晶

 ⽊⼑による剣道基本稽古法 演武

 元⽴ 剣道錬⼠六段 草川 正基 ・ 剣道四段 関 遥⼦
 掛⼿ 前泊 亘佑・四反⽥ 裕貴・栗林 慶太・中園 愛依 ・中村 輝星・升⾕ 理紗⼦

 ⽇本剣道形 演武   打太⼑ 剣道三段 武原 由佳 ・ 仕太⼑ 剣道三段 武原 史佳



 熱戦の様⼦

 第24回練⾺区スポーツ少年団剣道⼤会 ⼊賞者⼀覧



★⽊⼑による剣道基本技 ⼩学⽣の部
  優 勝︓⽊村  ⻯・川越 雄⾄（⽥柄志⼠会）
  準優勝︓滝澤  篤・塗師 尚季（練⾺剣友会）
  三 位︓岡本 彩美・尊⽥ 三奈未（錬伸館道場）
  三 位︓松丸  玲・⼾部 慶太郎（東⼤泉剣友会）

★⽇本剣道形 中学⽣の部
  優 勝︓井上 ⼤吉・佐藤 雅也（武蔵剣友会）
  準優勝︓卯⽉ 雄⼠・川島 佑樹（練⾺剣友会）
  三 位︓⼤友 亜峻・近藤 史哉（ひかり剣道会）
  三 位︓栗林 慶太・栗林 功⼰（泉新剣友会）

★⼩学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼩⼭ 楓（東松館道場）
  準優勝︓藤本夏⽣（橋⼾剣道団）
  三 位︓堀川 恵吾（⽯神井警察署少年剣道部）
  三 位︓⾦⽥ 旺⼰（光が丘警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓佐藤 拓央（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓内⽥ 俊輝（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓⼭浦 壮太（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓安達 光希（練⾺警察署少年剣道部）

 ★⼩学⽣4年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓吉⽥ 優真（東松館道場）
  準優勝︓濱中 将誠（東松館道場）
  三 位︓宝地⼾ 仁（⼤⻄剣友会）
  三 位︓加治 優太（光が丘警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓能勢 将智（泉新剣友会）
  敢闘賞︓加茂 巧光（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓鈴⽊ 颯 （東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓前泊 亘佑（練⾺剣友会）

 ★⼩学⽣5年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⽥中 滉⼀朗（東松館道場）
  準優勝︓原⽥ 光（東松館道場）
  三 位︓⾨間 光児（東松館道場）
  三 位︓澤⽥ 玲於（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓⻄⼝ 知成（東松館道場）
  敢闘賞︓三好 悠太（⼤泉剣児会）
  敢闘賞︓⽥中 達也（光が丘警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓野⼝ 良樹（武蔵剣友会）

 ★⼩学⽣6年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼩川 ⼤輝（東松館道場）
  準優勝︓⻘⽊ ⼀真（東松館道場）
  三 位︓⽯井 佑（光が丘警察署少年剣道部）
  三 位︓⽔村 公太（東松館道場）
  敢闘賞︓⼩川 柊輔 （東松館道場）
  敢闘賞︓⽪籠⽯ 蓮（⽯神井警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓吉村 純平（東松館道場）
  敢闘賞︓⼤江 崇太（東松館道場）

 ★⼩学⽣3・4年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓荒⽊ 千遥（東松館道場）
  準優勝︓中園 愛依（泉新剣友会）
  三 位︓冨永 沙也⾹（橋⼾剣道団）
  三 位︓⾦⼦ 早恵（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓佐々⽊ 綾⾹（東松館道場）
  敢闘賞︓⼤塚 華奈（⽯神井剣⼼会）
  敢闘賞︓宮⽥ 芽依 （橋⼾剣道団）
  敢闘賞︓尾崎 理緒（東松館道場）

 ★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︓尊⽥ 三奈未（錬伸館道場）
  三 位︓⼩⽥ あかり（剣道⼤三道場）
  三 位︓湯⽥ 瑠璃⾳（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓服部 毬嘉（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓⼩瀬⽊ 晶⼸（練東剣友会）
  敢闘賞︓岡本 彩美（錬伸館道場）
  敢闘賞︓荒⾕ 陽（錬伸館道場）

 ★中学⽣1年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓栗林 功⼰（泉新剣友会）
  準優勝︓⽥村 雄⼤（⽯神井警察署少年剣道部）
  三 位︓⾼橋 勇太（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓⻄⼭ 正基（東松館道場）
  敢闘賞︓⻄岡 諒（泉新剣友会）
  敢闘賞︓鈴⽊ 正起（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓⼭本 ⼤翔（関⽴野少年剣⼼会）
  敢闘賞︓⻑島 ⼤貴（開進剣友会）

 ★中学⽣2年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓栗林 慶太（泉新剣友会）
  準優勝︓⼤友 亜峻（ひかり剣道会）
  三 位︓鈴⽊ 亮瑛（橋⼾剣道団）
  三 位︓松本 和⼤（東松館道場）
  敢闘賞︓卯⽉ 雄⼠（練東剣友会）
  敢闘賞︓坂⼝ 平（関⽴野少年剣⼼会）
  敢闘賞︓⽯井 祥吾（開進剣友会）
  敢闘賞︓清⽔ 優哉（練⾺警察署少年剣道部）

 ★中学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓中島 優樹（東松館道場）
  準優勝︓野稲 陸（東松館道場）
  三 位︓佐藤 雅也（武蔵剣友会）
  三 位︓豊島 鉄太郎（東松館道場）
  敢闘賞︓⼸座 皐⼤（⼤⻄剣友会）
  敢闘賞︓綾部 岳史（東松館道場）
  敢闘賞︓飯島 ⿓太（東松館道場）
  敢闘賞︓三輪 圭史（東松館道場）

 ★中学⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓⻑⾕川 理恵（東松館道場）
  準優勝︓⽩藤 慶⼦（東松館道場）
  三 位︓蟹島 千智（東松館道場）
  三 位︓森⽥ 奈⽉（東松館道場）
  敢闘賞︓古⾕ 琴⾥（練東剣友会）
  敢闘賞︓⼩野 千尋（東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓丸⽥ 彩華（⽯神井剣⼼会）
  敢闘賞︓柴﨑 友那（関北剣児会）
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