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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 青木 比沙子・前田 航輝
掛手 谷 美聡・小林 果奈・木幡 貴穂・林 武・髙坂 凛太郎

お問い合わせ

日本剣道形
打太刀 教士七段

演武
塙 篤雄 ・

仕太刀 錬士六段

青木 健一
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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：中村 光希（東松舘道場）
三 位：森井 啓太（大六小剣友会）
三 位：杉原 凛人（石神井剣真会）
敢闘賞：関口 大地（関北剣児会）
敢闘賞：白井 太晟（開進剣友会）
敢闘賞：森本 輝一（大六小剣友会）
敢闘賞：宮城 希海 （旭丘剣道会）
★小学生4年生 男子の部
優 勝：山北 樹（東松舘道場）
準優勝：小林 優輝（東松舘道場）
三 位：橋本 大門（東松舘道場）
三 位：山口 俐玖（東松舘道場）
敢闘賞：橋本 岳門（東松舘道場）
敢闘賞：石田 翔大（光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：桔梗原 雅人 （光が丘警察署少年剣道部）
敢闘賞：阿部 暁（武蔵剣友会）
★小学生5年生 男子の部
優 勝：浦井 進太郎（東松舘道場）
準優勝：荒木 千葵（東松舘道場）
三 位：髙村 慎之助（東松舘道場）
三 位：田﨑 爽一朗（ひかり剣道会）
敢闘賞：髙橋 義武（泉新剣友会）
敢闘賞：藤田 一希 （練馬北町少年剣友会）
敢闘賞：髙坂 凜太朗（練馬剣友会）
敢闘賞：柳下 聖樹（南田中青少年育成剣道部）
★小学生6年生 男子の部
優 勝：小山 颯（東松舘道場）
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準優勝：西口 佳孝（東松舘道場）
三 位：比企 優太（武蔵剣友会）
三 位：松尾 瞳太（東松舘道場）
敢闘賞：谷 滉介（大四道場）
敢闘賞：関 太吾（大西剣友会）
敢闘賞：藤本 夏生（橋戸剣道団）
敢闘賞：石山 寛太（東松舘道場）
★小学生3・4年生 女子の部
優 勝：大江 志織（東松舘道場）
準優勝：福嶋 香音（関立野少年剣心会）
三 位：秋永 菜々花（剣道大三道場）
三 位：橋本 理生（東大泉剣友会）
敢闘賞：下鍜治 晴名（東松舘道場）
敢闘賞：諸橋 日乃（丸山剣友会）
敢闘賞：長井 愛実 （丸山剣友会）
敢闘賞：松本 深愛（武蔵剣友会）
★小学生5・6年生 女子の部
優 勝：加藤 綾（東松舘道場）
準優勝：深津 香莉（東大泉剣友会）
三 位：馬来 麻美（東大泉剣友会）
三 位：魚田 理子（石神井剣真会）
敢闘賞：中園 奈歩（泉新剣友会）
敢闘賞：本多 桃子（大泉剣児会）
敢闘賞：小林 果奈（大四道場）
敢闘賞：加藤 彩花（剣道大三道場）
★中学生1年生

男子の部

優 勝：窪田 滋春（光が丘第三中学）
準優勝：尚原 弘実（東松舘道場）
三 位：能勢 将智（三原台中学）
三 位：阿部 司（光が丘第三中学）
敢闘賞：濱中 将誠（東松舘道場）
敢闘賞：吉田 裕輝（光が丘第三中学）
敢闘賞：宝地戸 仁（大西剣友会）
敢闘賞：神宮寺 歩武（開進第三中学）
★中学生2年生

男子の部

優 勝：戸部 慶太郎（石神井中学）
準優勝：田中 滉一朗（東松舘道場）
三 位：木村 光貴（三原台中学）
三 位：吉田 碧斗（剣道大三道場）
敢闘賞：大森 謙次郎（中村中学）
敢闘賞：塗師 尚季 （練馬東中学）
敢闘賞：槇島 理貴（丸山剣友会）
敢闘賞：窪田 翔海（谷原中学）
★中学生3年生 男子の部
優 勝：志田 龍治（石神井中学）
準優勝：小林 修太（三原台中学）
三 位：皮籠石 蓮（石神井中学）
三 位：関口 哲大（武蔵高等学校中学）
敢闘賞：中嵜 璃空（開進第四中学）
敢闘賞：平見 聡（開進第四中学）
敢闘賞：鈴木 天斗 （関立野少年剣心会）
敢闘賞：金子 尭之 （開進第四中学）
★中学生 女子の部
優 勝：木幡 貴穂（富士見中学高等学校）
準優勝：小田 あかり （剣道大三道場）
三 位：髙橋 穂野加（開進第三中学）
三 位：中園 愛依（開進第三中学）
敢闘賞：田村 萌恵（東松舘道場）
敢闘賞：森田 穂奈実（東松舘道場）
敢闘賞：國本 夢叶（東松舘道場）
敢闘賞：山本 彩乃（剣心道）

★高校生 男子の部
優 勝：栗林 慶太（泉新剣友会）
準優勝：酒井 優気（都立光丘高校）
三 位：大友 亜峻（ひかり剣道会）
三 位：海藤 雄太（都立光丘高校）

★高校生

女子の部

優 勝：藤原 彩（富士見中学高等学校）
準優勝：小野 千尋（都立光丘高校）
三 位：酒井 優希（富士見中学高等学校）
三 位：内之蔵 千花（富士見中学高等学校）

◎一般男子二段以下の部
優 勝：龍 圭一（練東剣友会）
準優勝：渡邉 広揮（日本大学芸術学部剣道部）
三 位：川野 陽介（練馬北町少年剣友会）
三 位：林 秀樹（丸山剣友会）

◎一般男子三段の部
優 勝：實吉 俊幸（練馬北町少年剣友会）
準優勝：勝田 竜太郎（東大泉剣友会）
三 位：荒井 徹（練東剣友会）
三 位：渡辺 豪（橋戸剣道団）

◎一般男子四段の部
優 勝：三木 靖司（光が丘剣道会）
準優勝：中迎 大樹（田柄志士会）
三 位：柴山 友希（関立野少年剣心会）
三 位：室坂 吉紀（練馬北町少年剣友会）

◎一般女子39歳以下の部
優 勝：武原 史佳（練東剣友会）
準優勝：杉田 麻衣子（関立野少年剣心会）
三 位：大塚 友紀菜（日本大学芸術学部剣道部）
三 位：小野寺 茉琴（日本大学芸術学部剣道部）

◎一般女子40歳以上の部
優 勝：宮田 博美（橋戸剣道団）
準優勝：櫻井 千恵子（練馬剣道研究会）
三 位：髙橋 優子（剣友千歳会）
三 位：日高 由美子（ひかり剣道会）
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