練馬区剣道連盟公式サイト -Nerima Kendo Federation Official website -

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24年（2012）大会 >第37回練馬区剣道大会 大会結果

大会 -Tournament-

INDEX

第37回練馬区剣道大会 大会結果

事務局からのお知らせ

2012.5.13

カレンダー

大会情報

第37回練馬区剣道大会

開会ご挨拶

合同稽古案内

動

画

練馬区剣道連盟

会長

羽角 孝郎

リンク集

新年度を迎え練馬区剣道大会が開催されることを心よりお喜び申し上げます。
昨年の本大会は連盟創立６０周年の記念大会でありましたが、大震災直後ということで開催を危ぶむ声もありました
が、文化とスポーツの活動はこのような時こそ止めてはならないとして、無事盛大に開催することができました。本
大会参加選手におかれては、今年は復興元年、被災者に心をおきつつ一年の修行結果を問う意義ある大会です。 ベ

インターネットQ&A

ストを尽くされんことを期待します。
さて今年度の練馬区剣道連盟の重点運営方針は次の通りです。

サイトマップ

このサイトについて
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今年より中学校に於いて武道が必修科目となります。当区では２年前より試行的に既に実施されてきましたが、
1. 引き続き全面的に協力して参ります。
特に剣道は古来より礼を重視しており他の模範となれる剣道人を育成したいと心掛けております。
練馬区の選抜チームは、少年、成人共に昨年は優秀な結果を出しております。
2. 都剣連の中でも抜群の評価を得てます。引き続き各大会での試合内容の優れた選手を強化選手に選び指導を行っ
て参ります。
3.

指導者への、審判・日本剣道形・木刀による剣道基本技稽古法等、各種講習会に力を入れ能力の向上と全体のス
キルアップをはかって参ります。

4. 練馬区剣道連盟ホームページが本年１月よりスタートしてます。広報活動と剣道のＰＲに努力して参ります。

表示の文字を大き
くするには？

今年度も皆様の協力、ご指導を賜りながら役員一同頑張っていく所存でございます。

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

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 川越 雄至・寺田 拓磨・羽場 信吾・小瀬木 晶弓・安保 里香・小田 あかり

以上

日本剣道形 演武
打太刀

剣道錬士七段

渡辺 重信

・ 仕太刀

入賞者一覧
■個人戦
★小学生3年生 男子の部
優 勝：小山 楓（東松館道場）
準優勝：西口 桂孝（東松館道場）
三 位：内田 俊輝（練馬北町少年剣友会）
三 位：比企 優太（武蔵剣友会）
★小学生4年生 男子の部
優 勝：吉田 優真（東松館道場）
準優勝：伊藤 泰地（大泉剣児会）
三 位：前泊 亘佑（練馬剣友会）
三 位：西館 葵（石神井警察署少年剣道部）
★小学生5年生 男子の部
優 勝：原田 光（東松館道場）
準優勝：門間 光児（東松館道場）
三 位：西口 知成（東松館道場）
三 位：田中 滉一朗（東松館道場）
★小学生6年生 男子の部
優 勝：水村 公太（東松館道場）
準優勝：小川 大輝（東松館道場）
三 位：小川 柊輔（東松館道場）
三 位：吉村 純平（東松館道場）
★小学生3・4年生 女子の部
優 勝：國本 夢叶（東松館道場）
準優勝：荒木 千遥（東松館道場）
三 位：佐々木 綾香（東松館道場）
三 位：中園 愛依（泉新剣友会）
★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：服部 毬嘉（丸山剣友会）
準優勝：中村 輝星（練馬北町少年剣友会）

剣道錬士七段

齋藤 正男

三 位：渡部 あんず（光が丘剣道会）
三 位：小瀬木 晶弓（練東剣友会）
★中学生1年生 男子の部
優 勝：朝比奈 海椰（東松館道場）
準優勝：中尾 星太（東松館道場）
三 位：氏田

凪（大泉剣児会）

三 位：玉垣 徹也（東松館道場）
★中学生2年生 男子の部
優 勝：高田 大輝（東松館道場）
準優勝：元井 大和（東松館道場）
三 位：栗林 慶太（泉新剣友会）
三 位：白川

司（泉新剣友会）

★中学生3年生 男子の部
優 勝：豊島 鉄太郎（東松館道場）
準優勝：成田 風馬（東松館道場）
三 位：綾部 岳史（東松館道場）
三 位：服部 考晋（北原剣友会）
★中学生 女子の部
優 勝：長谷川 理恵（東松館道場）
準優勝：荒木 千尋（東松館道場）
三 位：徳永

瞳（東松館道場）

三 位：白藤 慶子（東松館道場）
★高校生 男子の部
優 勝：大友 亜虹（ひかり剣道会）
準優勝：馬場 祥平（大泉剣児会）
三 位：越田 大樹（練馬警察署少年剣道部）
三 位：乙藤 康次郎（関北剣児会）
★高校生 女子の部
優 勝：榎本 珠里（武蔵剣友会）
準優勝：村田 輝子（開進剣友会）
三 位：柴崎 祐希（練馬北町少年剣友会）
三 位：弓座 栞奈（大西剣友会）
◎一般男子三段40歳以下の部
優 勝：清水 勇佑（練東剣友会）
準優勝：木下 柾（石神井剣真会）
三 位：山本 裕典（光が丘剣道会）
三 位：宮本 朋也（中村剣友会）
◎一般男子三段41歳以上の部
優 勝：関根 康明（泉新剣友会）
準優勝：角川 俊成（豊心館）
三 位：三輪 明史（東松館道場）
三 位：須賀 通雄（橋戸剣道団）
◎一般男子四・五段40歳以下の部
優 勝：君塚 悠（練馬北町少年剣友会）
準優勝：前川 健（練馬剣友会）
三 位：佐藤 友昭（練馬剣友会）
三 位：佐藤 正和（練馬北町少年剣友会）
◎一般男子四・五段41歳以上の部
優 勝：魚田 昌志（石神井剣真会）
準優勝：白川 太（石神井剣真会）
三 位：桑原 則行（泉新剣友会）
三 位：田村 孝夫（大泉剣児会）
◎一般女子三段30歳以下の部
優 勝：園田 美由記（光が丘警察署少年剣道部）
準優勝：関 遥子（志士会）
三 位：梅津 千鶴（東大泉剣友会）
三 位：武原 由佳（練東剣友会）
◎一般女子三段31歳以上の部
優 勝：成田 瑞穂（光が丘剣道会）
準優勝：大塚 恵味（石神井剣真会）
三 位：渡邊 智子（光が丘剣道会）
三 位：高橋 優子（千歳会）

★少年団体の部
優 勝：東松館道場B
準優勝：東松館道場A
三 位：泉新剣友会A
三 位：泉新剣友会B
◎一般団体の部
優 勝：橋戸剣道団B
準優勝：練馬北町少年剣友会
三 位：練馬剣友会A
三 位：東松館道場
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