
  連盟紹介 加盟団体紹介 強化選⼿紹介 プライバシーポリシー お問い合わせ

TOP > HOME > ⼤会情報インデックス > 平成26年（2014）⼤会 > 第39回練⾺区剣道⼤会 ⼤会結果

INDEX

事務局からのお知らせ

カレンダー

⼤会情報

合同稽古案内

動  画

リンク集

インターネットQ&A

サイトマップ

このサイトについて

更新情報

 

表⽰の⽂字を⼤き
くするには︖

インターネットブラウザの表
⽰の⽂字の⼤きさの変更⽅法
はこちら。

 

YouTube official channel

練⾺区剣道連盟公式チャンネル
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 東京都少年剣道⼤会表彰

 

 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 瑶⼦
 掛⼿ 前⽥ 結祇・窪⽥ 滋春・前⽥ 航輝・中園 奈歩・齋藤 舞桜・齋藤 亜美

 ⽇本剣道形 演武 

 打太⼑ 剣道七段 ⼋⽊ 信宜 ・ 仕太⼑ 剣道七段 ⿊崎 貴博 

 ⼊賞者⼀覧



■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︓福住 太佳也（橋⼾剣道団）
  三 位︓橋本 ⼤⾨（東松舘道場）
  三 位︓橋本 岳⾨（東松舘道場）
  敢闘賞︓林 武（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓⼩林 優輝（東松舘道場）
  敢闘賞︓⼤窪 輝星（ひかり剣道会）
  敢闘賞︓阿部 暁 （武蔵剣友会）

 ★⼩学⽣4年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓荒⽊ 千葵（東松舘道場）
  準優勝︓⾼村 慎之助（東松舘道場）
  三 位︓下鍛治 仁貴（東松舘道場）
  三 位︓四反⽥ 和樹（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓前⽥ 結祇（泉新剣友会）
  敢闘賞︓⽥村 和弥（東松舘道場）
  敢闘賞︓川端 琳晴 （泉新剣友会）
  敢闘賞︓吉⽥ 晴輝（武蔵剣友会）

 ★⼩学⽣5年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼩⼭ 颯（東松舘道場）
  準優勝︓⻄⼝ 佳孝（東松舘道場）
  三 位︓堀川 恵吾（東松舘道場）
  三 位︓⽯⼭ 寛太（東松舘道場）
  敢闘賞︓佐⽵ 洋（光が丘警察少年剣道部）
  敢闘賞︓⾦⽥ 旺⼰ （光が丘警察少年剣道部）
  敢闘賞︓多良 昇悟（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓広沢 優樹（東松舘道場）

 ★⼩学⽣6年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓吉⽥ 優真（東松舘道場）
  準優勝︓尚原 弘実（東松舘道場）
  三 位︓窪⽥ 滋春（武蔵剣友会）
  三 位︓阿部 司（武蔵剣友会）
  敢闘賞︓宗 ⼀誠（東松舘道場）
  敢闘賞︓濱中 将誠（東松舘道場）
  敢闘賞︓⼤平 翔⽃（東松舘道場） 
  敢闘賞︓能勢 将智（泉新剣友会）

 ★⼩学⽣3・4年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓中園 奈歩（泉新剣友会）
  準優勝︓互野 実⾐⼦（剣道⼤三道場）
  三 位︓⼤江 志織（東松舘道場）
  三 位︓中野 鈴菜（光が丘警察少年剣道部）
  敢闘賞︓秋永 菜々花（剣道⼤三道場） 
  敢闘賞︓⼩林 果奈（⼤四道場）
  敢闘賞︓富⽥ 紅緒 （中村剣友会）
  敢闘賞︓丸⽥ 万莉奈（東⼤泉剣友会）

 ★⼩学⽣5・6年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓中園 愛依（泉新剣友会）
  準優勝︓宮⽥ 芽依（橋⼾剣道団）
  三 位︓尾崎 ⾥緒（東松舘道場）



  三 位︓國本 夢叶（東松舘道場）
  敢闘賞︓助川 ⿇美（東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓富永 沙也加（橋⼾剣道団）
  敢闘賞︓深津 ⾹莉（東⼤泉剣友会）
  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︓原⽥ 光（東松舘道場）
  準優勝︓⾨間 光児（東松舘道場）
  三 位︓⽥中 滉⼀朗（東松舘道場）
  三 位︓⻄⼝ 知成（東松舘道場）
  敢闘賞︓⽥中 達也（光が丘警察少年剣道部）
  敢闘賞︓⽊村 仁（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓⼾部 慶太郎（東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓野⼝ 良樹（武蔵剣友会）

 ★中学⽣2年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼩川 ⼤輝（東松舘道場）
  準優勝︓吉⽥ 翔（東松舘道場）
  三 位︓⽯井 佑（光が丘警察少年剣道部）
  三 位︓吉村 純平（東松舘道場）
  敢闘賞︓寺⽥ 拓摩（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓⾚⽊ 孝之輔 （光が丘警察少年剣道部）
  敢闘賞︓⼤平 翔⼠（東松舘道場）
  敢闘賞︓川越 雄⾄（⽥柄志⼠会）

 ★中学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓服部 秀⽣（東松舘道場）
  準優勝︓⽻場 信吾（⼤泉剣児会）
  三 位︓⾼橋 勇太（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓藤原 瑶⼈（東松舘道場）
  敢闘賞︓朝⽐奈 海椰（東松舘道場）
  敢闘賞︓⼩野 ⻯之介（東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓⻄⼭ 正基 （東松舘道場）
  敢闘賞︓井出 ⾠積 （北原剣友会）

 ★中学⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓外⼭ 明（東松舘道場）
  準優勝︓安保 ⾥⾹ （練⾺剣友会）
  三 位︓藤原 彩（東松舘道場）
  三 位︓渡部 あんず（光が丘剣道会）
  敢闘賞︓⼩宮 早織（ひかり剣道会）
  敢闘賞︓⼩瀬⽊ 晶⼸（練東剣友会）
  敢闘賞︓⼩⽥ あかり（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓齋藤 亜美（⼤四道場）

 ★⾼校⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼸座 皐⼤（⼤⻄剣友会）
  準優勝︓佐藤 雅也（武蔵剣友会）
  三 位︓⼤友 亜峻（ひかり剣道会）
  三 位︓菊池 慎次郎（練東剣友会）



 ★⾼校⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓⼩⽥ にいな（剣道⼤三道場）
  準優勝︓榎本 翠⽉（武蔵剣友会）
  三 位︓⼩池 裕⼦（⽯神井剣真会）
  三 位︓齋藤 恵美（⼤四道場）

 ◎⼀般男⼦三段以下 40歳以下の部
  優 勝︓⼤橋 隼男（練東剣友会）
  準優勝︓秋葉 貴裕（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓⾺場 祥平（⼤泉剣児会）
  三 位︓阿部 匠⾺（泉新剣友会）

 ◎⼀般男⼦三段以下 41歳以上の部
  優 勝︓⼭下 幸治（⽯神井剣真会）
  準優勝︓本多 憲⼀郎（⼤泉剣児会）
  三 位︓⼩林 俊光（⼤泉剣児会）
  三 位︓福住 陽⼀郎（橋⼾剣道団）

 ◎⼀般男⼦四・五段 40歳以下の部
  優 勝︓清⽔ 勇祐（練東剣友会）
  準優勝︓井上 恵⼀（東松舘道場）
  三 位︓鴨川 康隆（豊⼼館）
  三 位︓加藤 直之（⼤四道場）

 ◎⼀般男⼦四・五段 41歳以上の部
  優 勝︓堀尾 直也（ひかり剣道会） 
  準優勝︓篠⽥ 康弘（練東剣友会）
  三 位︓⽩川 太 （⽯神井剣真会）
  三 位︓⽷井 純⼀（中村剣友会）

 ◎⼀般⼥⼦30歳以下の部
  優 勝︓⼸座 栞奈（⼤⻄剣友会）
  準優勝︓⻘⽊ ⽐沙⼦（練⾺剣友会）
  三 位︓荒井 佐知⼦（練⾺剣友会）
  三 位︓武原 由佳（練東剣友会）

 ◎⼀般⼥⼦31歳以上の部
  優 勝︓櫻井 千恵⼦（剣友千歳会）
  準優勝︓⾼橋 優⼦（剣友千歳会）
  三 位︓宮⽥ 博美（橋⼾剣道団）
  三 位︓桑原 千佳⼦（ひかり剣道会）



 ★少年団体の部
  優 勝︓東松舘道場B
  準優勝︓東松舘道場A
  三 位︓⽯神井剣真会A
  三 位︓⽯神井警察署少年剣道部

 ◎⼀般団体の部
  優 勝︓練⾺北町少年剣友会A
  準優勝︓練⾺北町少年剣友会B
  三 位︓関⽴野少年剣⼼会
  三 位︓練東剣友会
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