
平成２３年度 福島市スポーツチャンバラ選手権大会 

日   時     平成２３年１１月２０日（日） 

会   場     伊達市伊達体育館 

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 

共   催     福島県大道館連盟 

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   佐藤 とも子  福島県協会理事 

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  参加選手：１３５名 役員：５０名 引率者１３０名   合計３１５名  

階級 種目 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

幼年 

（年小中） 

小太刀 日比野 匠（聖心三育） 佐藤 晃成（聖心三育） 阿部 悠人（聖心三育） 川島 太寿（聖心三育） 

二刀（小太刀） 日比野 匠（聖心三育） 佐藤 晃成（聖心三育） 横山 斗夢（保原支部） 加藤 琥心（聖心三育） 

合戦 高橋 輝星（聖心三育）    

幼年 

（年長） 

小太刀 齋藤 彪雅（聖心三育） 二瓶 海（聖心三育） 斉藤 りお（聖心三育） 鈴木 重道（さくら幼稚園） 

二刀（小太刀） 石原 玲（聖心三育） 斉藤 りお（聖心三育） 菅野 藍希（さくら幼稚園） 宮﨑 由音（聖心三育） 

合戦 狩野 由佑（三育保育園）    

小学校 

１・２年 

小太刀 早坂 健（遊身塾） 和泉 龍昇（侍道塾） 西本 美優（明向館） 斎藤 海月（松川教室） 

長剣 和泉 龍昇（侍道塾） 武田 泰輝（相馬支部） 横山 飛空（保原支部） 大西 一成（明向館） 

二刀（小太刀） 早坂 健（遊身塾） 和泉 龍昇（侍道塾） 寺内 海人（相馬支部） 斎藤 海月（松川教室） 

小学校 

３・４年 

小太刀 鈴木 大翔（松川教室） 加藤 駆（松川教室） 吾妻 大武（松川教室） 貝羽 佑介（大道館） 

長剣 下田 雄太（保原支部） 佐藤 蒼一郎（保原支部） 鈴木 大翔（松川教室） 菊地 夢叶（松川教室） 

二刀 貝羽 佑介（大道館） 西坂 まいな（元気塾） 加藤 駆（松川教室） 久保田 航平（明向館） 

小学校 

５・６年 

小太刀 大崎 主貴（遊身塾） 菊地 哲平（元気塾） 金子 修也（大道館） 根本 樹（明向館） 

長剣 大崎 主貴（遊身塾） 菊地 哲平（元気塾） 品竹 樹杜（松川教室） 藤谷 実旺（遊身塾） 

二刀 大崎 主貴（遊身塾） 渡辺 翔斗（保原支部） 金子 修也（大道館） 大西 美賀（明向館） 

中学生 

高校生 

小太刀 石澤 光真（明向館） 藁谷 雄太（遊身塾） 遠藤 亮（元気塾） 藤谷 大海（遊身塾） 

長剣 大崎 駿（遊身塾） 高野 真希（明向館） 石澤 光真（明向館） 遠藤 亮（元気塾） 

二刀 藁谷 雄太（遊身塾） 大崎 駿（遊身塾） 藤谷 大海（遊身塾） 遠藤 亮（元気塾） 

一般 

男子 

 

小太刀 市川 善隆（遊身塾） 三宅 智志（大道館） 中束 仁（明向館） 逸見 智則（創世グループ） 

長剣 菊地 秀和（元気塾） 市川 善隆（遊身塾） 中束 仁（明向館） 本田 裕樹（創世グループ） 

二刀 菊地 秀和（元気塾） 佐藤 晃央（侍道塾） 市川 善隆（遊身塾） 三宅 智志（大道館） 

一般 

女子 

小太刀 佐藤 悦子（大道館） 西本 美幸（明向館） 櫛田 実穂（遊身塾） 菅野 めぐみ（侍道塾） 

長剣 佐藤 悦子（大道館） 西本 美幸（明向館） 菅野 めぐみ（侍道塾） 櫛田 実穂（遊身塾） 

二刀 佐藤 悦子（大道館） 高野 真希（明向館） 西本 美幸（明向館） 櫛田 実穂（遊身塾） 

福島市 

男子 

小太刀 逸見 智則（創世グループ） 皆川 智昭（創世グループ） 今村真也（創世グループ） 近野 孝一（創世グループ） 

二刀 今村 真也（創世グループ） 逸見 智則（創世グループ） 皆川 智昭（創世グループ） 近野 孝一（創世グループ） 

福島市 

女子 

小太刀 細川 絢香（三育幼稚園） 安彦礼子（三育幼稚園） 山崎麻弥子（三育保育園） 保科文江（西部三育幼稚園） 

二刀 保科 文江（西部三育幼稚園） 佐藤ひとみ（西部三育保育園） 佐久間梓（西部三育幼稚園） 安彦礼子（三育幼稚園） 

総合優勝戦

（少年の部） 
小太刀 大崎 主貴（遊身塾）    

総合優勝戦

（成年の部） 
小太刀 市川 善隆（遊身塾）    


