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 ⽊⼑による剣道基本稽古法 演武

 元⽴ 剣道錬⼠六段 ⻘⽊ 健⼀ ・ 掛⼿ 剣道三段 佐藤 雅也
 元⽴ 剣道四段   ⽵原 由佳 ・ 掛⼿ 剣道三段 ⽵原 史佳

YouTube映像  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1oDapxi4v4


 ⽇本剣道形 演武

 打太⼑ 剣道四段 荒井 佐知⼦ ・ 仕太⼑ 剣道四段 ⻘⽊ ⽐沙⼦

YouTube映像  

 熱戦の様⼦

https://www.youtube.com/watch?v=45QrRybfmGs
http://www.youtube.com/watch?v=B2lifZnO06Y


 第27回練⾺区スポーツ少年団剣道⼤会 ⼊賞者⼀覧

 ⼊賞者⼀覧PDFはこちら  

★⽊⼑による剣道基本技 ⼩学⽣の部
  優 勝︓（練東剣友会）元︓本松 侑⼤・掛︓卯⽉ 利磨
  準優勝︓（⽥柄志⼠会）元︓熊⾕ 鉄⼈・掛︓川越 紘志
  三 位︓（錬伸館道場）元︓⽊村 伊成・掛︓神林 颯太
  三 位︓（⼤泉剣児会）元︓三浦 智輝・掛︓⼭⽥ ⻑政

★⽇本剣道形 中学⽣の部
  優 勝︓（練東剣友会）打︓塗師 尚季・仕︓柴⽥ 遼也
  準優勝︓（北原剣友会）打︓窪⽥ 翔海・仕︓窪⽥ 光輝
  三 位︓（⼤泉剣児会）打︓⾅屋 光夏・仕︓⻲井 彰⼈
  三 位︓（武蔵剣友会）打︓阿部 司・仕︓窪⽥ 滋春

★⼩学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⼤平 翔⼰（東松舘道場）

http://nerimakukendorenmei.web.fc2.com/nerikenren/27th-suposho-kekka.pdf


  準優勝︓中村 光希（東松舘道場）
  三 位︓杉原 凛⼈（⽯神井剣真会）
  三 位︓飯岡 真秀（武蔵剣友会）
  敢闘賞︓⻄⽊ 陽⾼（光が丘警察署少年剣道部）
  敢闘賞︓⽊村 伊成 （錬伸館道場）
  敢闘賞︓平松 ⼤空（豊⼼館）
  敢闘賞︓⼩林 洸太（泉新剣友会）

 ★⼩学⽣4年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓橋本 岳⾨（東松舘道場）
  準優勝︓⼭北 樹（東松舘道場）
  三 位︓古賀 智也（⽯神井剣真会）
  三 位︓⼩林 優輝（東松舘道場）
  敢闘賞︓林 武（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓熊⽥ 陽 （開進剣友会）
  敢闘賞︓中塚 嵐琉 （丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓橋本 ⼤⾨（東松舘道場）

 ★⼩学⽣5年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓荒⽊ 千葵（東松舘道場）
  準優勝︓前⽥ 結祇（泉新剣友会）
  三 位︓浦井 進太郎（東松舘道場）
  三 位︓⽥村 和弥（東松舘道場）
  敢闘賞︓髙村 慎之助（東松舘道場）
  敢闘賞︓吉⽥ 晴輝（武蔵剣友会）
  敢闘賞︓下鍛治 仁貴（東松舘道場）
  敢闘賞︓髙坂 凜太朗（練⾺剣友会）

 ★⼩学⽣6年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⾦⽥ 旺⼰（光が丘警察署少年剣道部）
  準優勝︓佐藤 亘央（⽯神井警察署少年剣道部）
  三 位︓藤本 夏⽣（橋⼾剣道団）
  三 位︓和光 真央（東⼤泉剣友会）
  敢闘賞︓⾕ 滉介（⼤四道場）
  敢闘賞︓佐藤 寿光（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓段 道⼤（橋⼾剣道団）
  敢闘賞︓齋⽊ 泰成（丸⼭剣友会）

 ★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︓島村 咲愛（東松舘道場）
  三 位︓伴 晴⾹（丸⼭剣友会）
  三 位︓富⽥ 紅緒（中村剣友会）
  敢闘賞︓⼩原 まるめ（練東剣友会）
  敢闘賞︓塚⽥ 奈那（橋⼾剣道団） 
  敢闘賞︓秋永 菜々花（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓福嶋 ⾹⾳（関⽴野少年剣⼼会）

 ★⼩学⽣5・6年⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓助川 ⿇美（東⼤泉剣友会）
  準優勝︓⿂⽥ 理⼦（⽯神井剣真会）
  三 位︓中園 奈歩（泉新剣友会）
  三 位︓⾕ 美聡（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓加藤 綾（東松舘道場）
  敢闘賞︓⼩林 果奈（⼤四道場）
  敢闘賞︓清⽔ 玲花（泉新剣友会）
  敢闘賞︓中野 鈴菜（光が丘警察署少年剣道部）

 ★中学⽣1年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓窪⽥ 滋春（武蔵剣友会）
  準優勝︓橋本 迅⽣（関⽴野少年剣⼼会）
  三 位︓神宮寺 歩武（練⾺北町少年剣友会）
  三 位︓宝地⼾ 仁（⼤⻄剣友会）
  敢闘賞︓神林 琢真（錬伸館道場）
  敢闘賞︓添⽥ 勇⽻（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓吉⽥ 裕輝（武蔵剣友会）
  敢闘賞︓阿部 司（武蔵剣友会）

 ★中学⽣2年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓吉⽥ 碧⽃（剣道⼤三道場）



  準優勝︓⽊村 仁（丸⼭剣友会）
  三 位︓⼾部 慶太郎（東⼤泉剣友会）
  三 位︓四反⽥ 裕貴（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓槇島 理貴（丸⼭剣友会）
  敢闘賞︓本村 朝博（⼤泉剣児会）
  敢闘賞︓⻲井 彰⼈（⼤泉剣児会）
  敢闘賞︓古賀 裕基（⽯神井剣真会）

 ★中学⽣3年⽣ 男⼦の部
  優 勝︓⽪籠⽯ 蓮（⽯神井警察署少年剣道部）
  準優勝︓志⽥ ⿓治（⼤泉剣児会）
  三 位︓⻑⾕川 巧（泉新剣友会）
  三 位︓菅原 光平（練東剣友会）
  敢闘賞︓鈴⽊ 天⽃（関⽴野少年剣⼼会）
  敢闘賞︓内藤 州（⽯神井剣真会）
  敢闘賞︓⿂⽥ 正太郎（⽯神井剣真会）
  敢闘賞︓中嵜 璃空（練⾺北町少年剣友会）

 ★中学⽣ ⼥⼦の部
  優 勝︓⽊幡 貴穂（剣道⼤三道場）
  準優勝︓⼩⽥ あかり（剣道⼤三道場）
  三 位︓冨永 沙也加（橋⼾剣道団）
  三 位︓中園 愛依（泉新剣友会）
  敢闘賞︓齋藤 舞桜（練⾺北町少年剣友会）
  敢闘賞︓湯⽥ 瑠璃⾳（剣道⼤三道場）
  敢闘賞︓夛⽥ 愛袈（⽥柄志⼠会）
  敢闘賞︓⼭本 寧々（練⾺北町少年剣友会）

 表彰式

 フォトギャラリーはこちら
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