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入賞者一覧
■個人戦
★小学生3年生 男子の部
優 勝：前田 結祇（泉新剣友会）
準優勝：高村 慎之助（東松館道場）
三 位：田村 和弥（東松館道場）
三 位：荒木 千葵（東松館道場）
敢闘賞：四反田 和樹（練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：高橋 義武（泉新剣友会）
敢闘賞：三浦 智輝（大泉剣児会）
敢闘賞：正木 蓮 （光が丘警察署少年剣道部）
★小学生4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：石山 寛太（東松館道場）
三 位：広沢 優樹（東松館道場）
敢闘賞：藤本夏生（橋戸剣道団）
敢闘賞：堀川 恵吾（石神井警察署少年剣道部）
敢闘賞：今井 陽太郎 （光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：金田 旺己（光が丘警察署少年剣道部）
★小学生5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：太平 翔斗（東松館道場）
三 位：堀 丈太郎（練馬剣友会）
敢闘賞：橋本 迅生（関立野少年剣心会）
敢闘賞：鈴木 颯 （東大泉剣友会）

片岡 義夫

プライバシーポリシー

お問い合わせ

敢闘賞：前泊 亘佑（練馬剣友会）
敢闘賞：宝地戸 仁（大西剣友会）
★小学生6年生

男子の部

優 勝：門間 光児（東松館道場）
準優勝：原田 光（東松館道場）
三 位：田中 滉一朗（東松館道場）
三 位：西口 知成（東松館道場））
敢闘賞：戸部 慶太郎（東大泉剣友会）
敢闘賞：木村 光貴（泉新剣友会）
敢闘賞：石山 京汰（剣道大三道場）
敢闘賞：古賀 裕基（石神井剣真会）
★小学生3・4年生 女子の部
優 勝：小川 奈々花（東松館道場）
準優勝：横山 夢乃（橋戸剣道団）
三 位：佐藤 美樹（富士見台青少年育成剣友会）
三 位：原 希衣子（大六小剣友会）
敢闘賞：満田 夏蓮（ひかり剣道会）
敢闘賞：助川 麻美（東大泉剣友会）
敢闘賞：谷 美聡 （剣道大三道場）
敢闘賞：深津 香莉（東大泉剣友会）
★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：荒木 千遥（東松館道場）
準優勝：尾崎 瑚桃（関立野少年剣心会）
三 位：冨永 沙也香（橋戸剣道団）
三 位：安保 里香（練馬剣友会）
敢闘賞：中園 愛依（泉新剣友会）
敢闘賞：佐々木 綾香（東松館道場）
敢闘賞：尾崎 理緒（東松館道場）
敢闘賞：國本 夢叶（東松館道場）
★中学生1年生 男子の部
優 勝：吉田 翔（東松館道場）
準優勝：青木 一真（東松館道場）
三 位：大江 崇太（東松館道場）
三 位：大平 翔士（東松館道場）
敢闘賞：小川 大輝（東松館道場）
敢闘賞：青柳 亮慈（開進剣友会）
敢闘賞：佐々木 勇人（東松館道場）
敢闘賞：吉村 純平（東松館道場）
★中学生2年生

男子の部

優 勝：服部 秀生（東松館道場）
準優勝：羽場 信吾（大泉剣児会）
三 位：河合 麗司（東松館道場）
三 位：朝比奈 海椰（東松館道場）
敢闘賞：玉垣 徹也（東松館道場）
敢闘賞：藤原 瑶人 （東松館道場）
敢闘賞：栗林 功己（泉新剣友会）
敢闘賞：中尾 星太（東松館道場）
★中学生3年生 男子の部
優 勝：元井 大和（東松館道場）
準優勝：栗林 慶太（泉新剣友会）
三 位：吉村 逸平（東松館道場）
三 位：赤池 賢樹（東松館道場）
敢闘賞：朝比奈 路海（東松館道場）
敢闘賞：大友 亜峻（ひかり剣道会）
敢闘賞：栗原 優希 （橋戸剣道団）
敢闘賞：吉柴 巧 （大四道場）
★中学生 女子の部
優 勝：升谷 理紗子（練東剣剣友会）
準優勝：徳永 瞳 （東松館道場）
三 位：荒木 千尋（東松館道場）
三 位：河上 裕輝（大泉剣児会）
敢闘賞：森田 菜月（東松館道場）
敢闘賞：宮崎 海帆（大泉剣児会）
敢闘賞：豊島 千智（東松館道場）
敢闘賞：徳永 帆南（剣心道）

★高校生

男子の部

優 勝：伊藤 眞太郎（ひかり剣道会）
準優勝：今川 広樹（橋戸剣道団）
三 位：勝田 竜太郎（東大泉剣友会）
三 位：佐々木 健 （石神井警察署少年剣道部）

★高校生

女子の部

優 勝：弓座 栞奈（大西剣友会）
準優勝：小澤 円香（豊心館）
三 位：柴崎 祐希（関北剣児会）
三 位：肝付 遥 （練馬北町少年剣友会）

◎一般男子三段以下 40歳以下の部
優 勝：風間 浩一（練東剣友会）
準優勝：大友 亜虹（ひかり剣道会）
三 位：木下 亮 （石神井剣真会）
三 位：皮籠石 航（石神井警察署少年剣道部）

◎一般男子三段以下 41歳以上の部
優 勝：金城 隆之（橋戸剣道団）
準優勝：真下 宗治（橋戸剣道団）
三 位：堀尾 直也（ひかり剣道会）
三 位：服部 良彦（北原剣友会）

◎一般男子四・五段 40歳以下の部
優 勝：中迎 大樹（田柄志士会）
準優勝：佐藤 友昭（練馬北町少年剣友会）
三 位：満田 暁史（ひかり剣道会）
三 位：米沢 直之（練東剣友会）

◎一般男子四・五段 41歳以上の部
優 勝：岩間 正彦（関立野少年剣心会）
準優勝：箱田 淳二（大四道場）
三 位：木崎 善之（練馬剣友会）
三 位：弓座 圭一（大西剣児会）

◎一般女子30歳以下の部
優 勝：高橋 比沙子（練馬剣友会）
準優勝：関 瑶子（田柄志士会）
三 位：武原 由佳（練東剣友会）
三 位：杉田 麻衣子（関立野少年剣心会）

◎一般女子31歳以上の部
優 勝：栗林 智江（泉新剣友会）
準優勝：成田 瑞穂（光が丘剣道会）

三 位：長田 由季子（練東剣友会）
三 位：高橋 優子（千歳会）

★少年団体の部
優 勝：東松館道場A
準優勝：東松館道場B
三 位：練東剣友会
三 位：泉新剣友会A
◎一般団体の部
優 勝：東松館道場
準優勝：関立野少年剣心会
三 位：橋戸剣道団B
三 位：東大泉剣友会
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