
平成２２年度 福島市スポーツチャンバラ選手権大会 

 

日   時     平成２２年１１月２１日（日） 

会   場     福島市立岡山小学校体育館 

主   催     福島市スポーツチャンバラ協会 

主   管     福島県スポーツチャンバラ協会 

大会役員 

大会最高顧問  堀田 満     福島県スポーツチャンバラ協会 会長 

大 会 会 長  野田 豪一  福島市スポーツチャンバラ協会 会長 

大会委員長  渡辺 栄美  福島市スポーツチャンバラ協会  副会長 

審 判 長  中束 稔    県協会 事務局長 

大 会 日 程 

  ９時（受付）～９：０５（審判会議）～９：３０（開会式）～１０：００（試合開始）～１５時（閉会式） 

種  目   小太刀・長剣・二刀・総合優勝戦 

表  彰   １～３位までメダル授与、４位まで賞状授与 

大会結果  参加者：１４６名 役員：５０名 引率者１２０名   合計３１６名  

階級 種目 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

幼年 

（年中） 

小太刀 加藤 璃久（聖心三育） 齋藤 りお（聖心三育） 石原 玲（聖心三育） 紺野 晴空（聖心三育） 

二刀（小太刀） 藪内 葵（聖心三育） 鎌田 愛琉（霊山三育） 齋藤 りお（聖心三育） 齋藤 彪雅（聖心三育） 

合戦 渡辺 琉生（聖心三育）    

幼年 

（年長） 

小太刀 大槻 啄巳（聖心三育） 西本 美優（明向館） 齋藤 碧偉（聖心三育） 佐藤 魁星（大道館） 

二刀（小太刀） 藤原 仙吏（聖心三育） 八巻 柊太（聖心三育） 堀 詩織（聖心三育） 齋藤 碧偉（聖心三育） 

合戦 齋藤 海月（松川教室）    

小学校 

１・２年 

小太刀 馬上 隼一（遊身塾） 佐藤 眞尋（大道館） 郡山 弘人（保原支部） 岩瀬 颯太（相馬支部） 

長剣 郡山 弘人（保原支部） 吾妻 大武（松川教室） 小河 光（保原支部） 和泉 龍昇（侍道塾） 

二刀（小太刀） 秋田 晨秀（遊身塾） 早坂 健（遊身塾） 佐藤 眞尋（大道館） 吾妻 大武（松川教室） 

小学校 

３・４年 

小太刀 吉村 勇輝（侍道塾） 大西 美賀（明向館） 菊地 哲平（元気塾） 和泉 龍市（侍道塾） 

長剣 金子 修也（大道館） 貝羽 佑介（大道館） 根本 樹（明向館） 秋田 峻秀（遊身塾） 

二刀 菊地 哲平（元気塾） 大西 美賀（明向館） 西坂 まいな（元気塾） 秋田 峻秀（遊身塾） 

小学校 

５・６年 

小太刀 鈴木 大河（松川教室） 佐藤潤之介（松川教室） 藁谷 雄太（遊身塾） 森 佑吏（岩沼） 

長剣 木村匠之介（保原支部） 大崎 駿（遊身塾） 藁谷 雄太（遊身塾） 野寺 竜矢（遊身塾） 

二刀 藁谷 雄太（遊身塾） 鈴木 大河（松川教室） 大崎 駿（遊身塾） 木村 匠之介（保原支部） 

中学生 

高校生 

小太刀 西坂 快斗（元気塾） 古川 瑠惟（侍道塾） 松田 龍介（岩沼） 大須賀 元（遊身塾） 

長剣 大須賀 元（遊身塾） 西坂 快斗（元気塾） 遠藤 亮（元気塾） 松田 龍介（岩沼） 

二刀 松田 龍介（岩沼） 古川 瑠惟（侍道塾） 遠藤 亮（元気塾） 大須賀 元（遊身塾） 

一般 

男子 

 

小太刀 大平 健一（遊身塾） 菊地 秀和（元気塾） 中束 仁（明向館） 金子 浩明（大道館） 

長剣 佐藤 晃央（侍道塾） 池田 順一（侍道塾） 中束 仁（明向館） 齋藤 幸弘（創世グループ） 

二刀 大平 健一（遊身塾） 菊地 秀和（元気塾） 池田 順一（侍道塾） 中束 仁（明向館） 

一般 

女子 

小太刀 大越 朋子（遊身塾） 佐藤 悦子（大道館） 馬上 優子（遊身塾） 鈴木 聖子（安積幼稚園） 

長剣 大越 朋子（遊身塾） 佐藤 悦子（大道館） 森居 ゆう子（創世グループ） 馬上 優子（遊身塾） 

二刀 大越 朋子（遊身塾） 佐藤 悦子（大道館） 西本 美幸（明向館） 丹野 典子（創世グループ） 

福島市男子 小太刀 齋藤 生三（聖心三育） 逸見 智則（創世グループ）   

福島市女子 小太刀 佐藤 ひとみ（創世グループ） 藤原 幸江（創世グループ）   

総合優勝戦

（少年の部） 
小太刀 藁谷 雄太（遊身塾）    

総合優勝戦

（成年の部） 
小太刀 大平 健一（遊身塾）    

 


