
　　　２０１６年７月１０日（日）　　会場　古河市 古河体育館

　　　主催：茨城県スポーツチャンバラ指導者協議会

　　　大会名誉会長：田邊哲人　　　大会会長：小沼佳苑　　大会副会長：高野 好夫

　　　大会参与：菅谷憲一郎（古河市長）　審判長：安納慶太　検査長：古澤 秀明　実行委員長：小沼士郎 　　

　　　　

種　　　目 部　　　門 優　　勝 準　優　勝 第　３　位 敢　闘　賞

磯 芽依 豊野 湧士 桐生 朋哉 佐藤 綾乃

夢翔館大田原(大山小) 武心館(大杉第二小) 童心塾SC(南行徳中) 夢翔館大田原(大田原女子)

吉村 美穂 山口　優平 加藤 應三郎 佐藤 芳基

童心塾SC(産業能率大) ＡＵＮＫ藤沢 生麦三郷SC 千葉武心会

大橋 葉之介 福田 晴瑠 斉藤 優輝 加藤 祥太

夢翔館(清原東小) 夢翔館大田原(西原小) 工藤護身道道場(生浜西小) 生麦三郷SC(立花小)

福田 悠駕 工藤 武春 豊野 湧士 江口 伸翔

夢翔館大田原(西原小) 工藤護身道道場(生浜西小) 武心館(大杉第二小) 三郷SC(新和小)

豊野 礼士 櫻井 翼 赤井 健人 吹上 慎治

武心館(松江第三中) 夢翔館(作新学院高) 三郷SC(栄中) 夢翔館大田原

山口　優平 舟橋 卓志 伊藤 真樹男 南雲 大吾

ＡＵＮＫ藤沢 文京SC 生麦三郷SC 剣夢会(高崎商科大)

加藤 祥太 磯 芽依 唐崎 駿人 工藤 義武

生麦三郷SC(立花小) 夢翔館大田原(大山小) 古河市協会(上辺見小) 工藤護身道道場(生浜西小)

豊野 湧士 福田 悠駕 新井 優輝 工藤 武春

武心館(大杉第二小) 夢翔館大田原(西原小) 三郷SC(早稲田小)
工藤護身道道場(生浜西小)

君島 海来 吹上 慎治 櫻井 貴史 赤井 健人

夢翔館大田原(大田原中) 夢翔館大田原 夢翔館 三郷SC(栄中)

山口　優平 君島 拓時 佐藤 芳基 伏見 一紀

ＡＵＮＫ藤沢
夢翔館大田原(矢板中央高)

千葉武心会 三郷SC(三郷工業)

錬成種目錬成種目錬成種目錬成種目

種　　　目 部　　　門 優　　勝 準　優　勝 第　３　位 敢　闘　賞

森内 瑞稀 大野 優水 風間 あやめ 佐藤 綾乃

東洋大学 生麦三郷SC(栄中) ＡＵＮＫ藤沢(大人の学校) 夢翔館大田原(大田原女子高)

安納 慶太 西塚 和成 藤沢 伸樹 日髙 恵美子

夢翔館 志闘館 志勇館 夢翔館大田原

山口　優平 風間 あやめ 藤沢 伸樹 加藤 應三郎

ＡＵＮＫ藤沢 ＡＵＮＫ藤沢 志勇館 生麦三郷SC

小学1～3年 磯 芽依 工藤 義武 西塚 凛 斉藤 優輝

100cm以下 夢翔館大田原(大山小) 工藤護身道道場(生浜西小)
志闘館

工藤護身道道場(生浜西小)

小学4～6年 福田 悠駕 阿見 政輝 豊野 湧士 小林 千大

１６０㎝以下 夢翔館大田原(西原小) 夢翔館大田原(西小) 武心館(大杉第二小) 飛心館(赤堀小)

中学生以上有級 赤井 健人 星野 雅周 豊野 礼士 川村 雄輝

１６０㎝以下 三郷SC(栄中) 工藤護身道道場 武心館(松江第三中) 飛心館(伊工高)

有段 原科 圭汰 佐藤 芳基 吉村 美穂 森内 瑞稀

１６０㎝以下 大田原高スポチャン部 千葉武心会 童心塾SC(産業能率大) 東洋大学

埼玉三郷SC だんご3人組 夢翔館宇都宮 群馬＆千葉

近藤 尚人 大森 柚輝 高橋 咲 西塚 凛

新井 泰輝 阿見 政輝 鷹野 拓哉 小林 音芽

新井 優輝 福田 悠駕 大場 葉之介 小林 千大

藤小西 ベアーズ 夢翔館 童心塾ＴＫ

小沼 士郎 佐藤 芳基 吹上 慎治 吉村 美穂

藤沢 伸樹 山口 優平 磯 重則 桐生 朋哉

西塚 和成 高橋 真司 大森 崇 加藤 巧

有段

異種

長剣両手

１～４級

小太刀

長槍・短槍

女子

初段～六段

40歳以上

小学生以下

中学生以上

団体戦

第１4回スポーツチャンバラいばらきオープン大会第１4回スポーツチャンバラいばらきオープン大会第１4回スポーツチャンバラいばらきオープン大会第１4回スポーツチャンバラいばらきオープン大会

公式種目公式種目公式種目公式種目

小太刀

8～１０級

5～7級

初段～六段

小太刀基本動作

1～10級

初段～五段

１～４級

　　　大会顧問：永岡桂子（衆議院議員)江田隆記（茨城県議）・森田悦男（茨城県議）・高橋勝則(茨城県議)

8～10級

5～7級

長剣フリー


