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 東京都少年剣道⼤会表彰

第27回関東⾃衛隊剣道連盟⻘少年剣道⼤会 練⾺区剣道連盟代表チーム 団体の部 優勝

第12回東京都少年剣道⼤会 準優勝



 ⽇本剣道形 演武 

 打太⼑ 剣道七段 福嶋 亮 ・ 仕太⼑ 剣道七段 岩間 正彦 

 







 ⼊賞者⼀覧

 ◎⼩学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⾼村 憲太郎（東松舘道場）
  準優勝︓⽯井 凰介（東松舘道場）
  三 位︓樋⼝ 直⼈（⽥柄志⼠会）
  三 位︓濱⽥ 絆（⼤四道場）
  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︓鈴⽊ 豪（練⾺剣友会）
  敢闘賞︓⽶村 武英 （⽥柄志⼠会）

 ◎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︓吉原 ⽃佑真（東松舘道場）
  三 位︓宿利 倫太郎（東松舘道場）
  敢闘賞︓⼭⼝ 瑠偉（東松舘道場）
  敢闘賞︓藤⽥ 誠⼀朗（中村剣友会）
  敢闘賞︓岸 侑吾 （東松舘道場）
  敢闘賞︓平野 統也（光が丘警察署少年剣道部）

 ◎⼩学⽣5年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼤平 翔⼰（東松舘道場）
  準優勝︓⼩林 洸太（泉新剣友会）
  三 位︓⽊村 伊成（錬伸館道場）
  三 位︓佐藤 伶（⽯神井警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓杉原 凛⼈（⽯神井剣真会）
  敢闘賞︓澤野 慶太 （東松舘道場）



  敢闘賞︓宮城 希海（旭丘剣道会）
  敢闘賞︓森井 啓太（⼤六⼩剣友会）

 ◎⼩学⽣6年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓橋本 ⼤⾨（東松舘道場）
  準優勝︓福住 太佳也（東松舘道場）
  三 位︓松本 樹（東松舘道場）
  三 位︓林 武（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓⽯川 雄貴（東松舘道場）
  敢闘賞︓熊⽥ 陽（開進剣友会）
  敢闘賞︓⼩林 優輝（東松舘道場） 
  敢闘賞︓渡辺 翔太（東松舘道場）

 ◎⼩学⽣3・4年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓⾼橋 美美（武蔵剣友会）
  準優勝︓川端 晴々（泉新剣友会）
  三 位︓藤⽥ すみれ（中村剣友会）
  三 位︓⾦⼦ 遥（富⼠⾒台⻘少年育成剣友会）
  敢闘賞︓遠藤 愛実（橋⼾剣道団） 
  敢闘賞︓⽥中 七海（旭町剣友会）
  敢闘賞︓千 みゆき （丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓河村 未來（橋⼾剣道団）

 ◎⼩学⽣5・6年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓下鍜治 晴名（東松舘道場）
  準優勝︓⼤江 志織（東松舘道場）
  三 位︓⽯井 茉俐（東松舘道場）
  三 位︓⼩原 まるめ（練東剣友会）
  敢闘賞︓加藤 紗⼰（東松舘道場）
  敢闘賞︓前川 碧希（⽯神井警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓島村 咲愛（東松舘道場）
  敢闘賞︓橋本 理⽣（東⼤泉剣友会）

 ◎中学⽣1年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓浦井 進太郎（東松舘道場）
  準優勝︓正⽊ 蓮（東松舘道場）
  三 位︓⼩池 侑理（東松舘道場）
  三 位︓吉原 啓⽃（東松舘道場）
  敢闘賞︓⾼村 慎之助（東松舘道場）
  敢闘賞︓⽥村 和弥（東松舘道場）
  敢闘賞︓前⽥ 結祇（泉新剣友会）
  敢闘賞︓川端 琳晴（泉新剣友会）

 ◎中学⽣2年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓松尾 瞳太（東松舘道場）
  準優勝︓⽯⼭ 寛太（東松舘道場）
  三 位︓⼩⼭ 颯（東松舘道場）
  三 位︓佐藤 亘央（⽯神井警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓林 考⼀郎（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓廣澤 優樹 （東松舘道場）
  敢闘賞︓齋⽊ 泰成（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓佐⽵ 洋（武蔵剣友会）

 ◎中学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼤平 翔⽃（東松舘道場）
  準優勝︓吉⽥ 優真（東松舘道場）
  三 位︓窪⽥ 滋春（武蔵剣友会）



  三 位︓橋本 迅⽣（関⽴野少年剣⼼会）
  敢闘賞︓唐澤 陸⽃（⼤泉剣児会）
  敢闘賞︓佐藤 拓海（錬伸館道場）
  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（泉新剣友会）
  準優勝︓平川 友⾥⾐ （剣⼼道）
  三 位︓中園 奈歩（泉新剣友会）
  三 位︓⼭本 寧々（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓⼩林 果奈（⼤四道場）
  敢闘賞︓井砂 萌亜（東松舘道場）
  敢闘賞︓森⽥ 穂奈実（東松舘道場）
  敢闘賞︓⾼橋 穂野加（泉新剣友会）

 ◎⾼校⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⻘柳 亮慈（開進剣友会）
  準優勝︓中嵜 璃空（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓古賀 裕基（⽯神井剣真会）
  三 位︓和⽥ 拓⼈（泉新剣友会）

 ◎⾼校⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓⼩⽥ あかり（剣道⼤三道場）
  準優勝︓湯⽥ 瑠璃⾳（剣道⼤三道場）
  三 位︓⽊幡 貴穂（剣道⼤三道場）
 
 

 ◎⼀般男⼦三段以下 40歳以下の部
  優 勝︓笠間 ⼀瑳（練⾺北町少年剣友会）
  準優勝︓⾦⼭ 雄紀（剣道⼤三道場）
  三 位︓兼坂 翔⼈（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓⽵中 黎希（剣道⼤三道場）

 ◎⼀般男⼦三段以下 41歳以上の部
  優 勝︓上江洲 由⽵（練⾺剣友会）
  準優勝︓加藤 航（⽯神井剣友会）
  三 位︓佐藤 健治（南⽥中⻘少年育成剣道部）
  三 位︓⽚井 茂（豊⼼館）



 ◎⼀般男⼦四・五段 40歳以下の部
  優 勝︓阿部 匠⾺（泉新剣友会）
  準優勝︓⻘⼭ 淳（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓細井 宏泰（⽯神井剣友会）
  三 位︓⼤友 亜虹（ひかり剣道会）

 ◎⼀般男⼦四・五段 41歳以上の部
  優 勝︓平松 栄⼀（豊⼼館） 
  準優勝︓⻑尾 堅太朗（⽯東富⼠剣友会）
  三 位︓岩下 憲彦 （関⽴野少年剣⼼会）
  三 位︓関根 康明（泉新剣友会）

 ◎⼀般⼥⼦39歳以下の部
  優 勝︓⼩⽥ にいな（剣道⼤三道場）
  準優勝︓荒井 佐知⼦（練⾺剣友会）
  三 位︓佐藤 奏海（⽇本⼤学芸術学部剣道部）
  三 位︓⼤塚 友紀菜（⽇本⼤学芸術学部剣道部）

 ◎⼀般⼥⼦40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︓渡部 真紀（光が丘剣道会）
  三 位︓福嶋 咲⼦（関⽴野少年剣⼼会）

 ◎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︓泉新剣友会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︓練⾺北町少年剣友会A
  三 位︓練⾺剣友会B
  三 位︓開進剣友会
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