第１１回福島市スポーツチャンバラ選手権大会
日
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平成２４年１２月２日（日）
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野田 豪一

福島市スポーツチャンバラ協会 会長
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渡辺 栄美

福島市スポーツチャンバラ協会

大会実行委員長

渡辺 裕之

福島県スポーツチャンバラ協会 事務局次長

審

佐藤 とも子 福島県協会理事

判

長

副会長

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
階級

種目

参加選手：１４６名 役員：２６名 引率者：２８０名
優勝

準優勝

合計４５２名
第三位

敢闘賞

幼年

小太刀

藪内 悠大（聖心三育）

石田 蓮真（聖心三育）

紺野 心葉（聖心三育）

佐藤 僚真（聖心三育）

（年小中）

二刀（小太刀）

渡辺 海音（聖心三育）

藪内 悠大（聖心三育）

遠藤 大地（聖心三育）

宮﨑 和歌（聖心三育）

合戦

紺野 心葉（聖心三育）

幼年

小太刀

日比野 匠（聖心三育）

佐藤 晃成（聖心三育）

加藤 琥心（聖心三育）

阿部 悠人（聖心三育）

（年長）

二刀（小太刀）

日比野 匠（聖心三育）

阿部 悠人（聖心三育）

横山 美優（聖心三育）

齋藤 楓菜（聖心三育）

合戦

日比野 匠（聖心三育）

小学校

小太刀

斎藤 海月（松川教室）

寺内 海人（相馬支部）

菅野 藍希（松川教室）

今野 晄汰（保原支部）

１・２年

長剣

武田 泰輝（相馬支部）

斎藤 海月（松川教室）

鈴木 重道（松川教室）

菅野 藍希（松川教室）

二刀（小太刀）

佐藤 魁星（大道館）

土屋 快太（大道館）

武田 泰輝（相馬支部）

斎藤 海月（松川教室）

小学校

小太刀

下田 雄太（保原支部）

伴 零夏（保原支部）

小河 光（保原支部）

早坂 健（遊身塾）

３・４年

長剣

和泉 龍昇（侍道塾）

吾妻 大武（松川教室）

今野 翼（保原支部）

大埜 健吾（相馬支部）

二刀

下田 雄太（保原支部）

小河 光（保原支部）

佐藤 眞尋（大道館）

和泉 龍昇（侍道塾）

小学校

小太刀

鈴木 大翔（松川教室）

加藤 駆（松川教室）

戸田 翔太（保原支部）

西城 侑馬（大道館）

５・６年

長剣

鈴木 大翔（松川教室）

加藤 駆（松川教室）

菊地 夢叶（松川教室）

高子 倫（遊身塾）

二刀

加藤 駆（松川教室）

内藤 朝陽（侍道塾）

菊地 夢叶（松川教室）

岩崎 祐人（相馬支部）

一般

小太刀

貝羽 良介（大道館）

本田 裕樹（創世グループ）

皆川 智昭（創世グループ）

阿部 勧（創世グループ）

男子

長剣

大崎 駿（遊身塾）

貝羽 良介（大道館）

逸見 智則（創世グループ）

角田 宏朗（創世グループ）

二刀

角田 宏朗（創世グループ）

逸見 智則（創世グループ）

貝羽 良介（大道館）

本田 裕樹（創世グループ）

一般

小太刀

市川 夏葵（大道館）

佐藤 眞尋（大道館）

大橋 美佐子（霊山三育）

女子

長剣

過足 利恵（西部三育保育園）

佐藤 眞尋（大道館）

市川 夏葵（大道館）

二刀

佐藤 眞尋（大道館）

菅野 めぐみ（侍道塾）

市川 夏葵（大道館）

福島市

小太刀

逸見 智則（創世グループ）

角田 宏朗（創世グループ）

本田 裕樹（創世グループ）

男子

長剣

本田 裕樹（創世グループ）

阿部 勧（創世グループ）

皆川 智昭（創世グループ）

逸見 智則（創世グループ）

福島市

小太刀

細川 絢香（三育幼稚園）

三瓶 真美（霊山三育）

池田 瑞穂（三育幼稚園）

武石 香（西部三育幼稚園）

女子

長剣

佐々木 悠海（創世グループ）

三瓶 真美（霊山三育）

過足 利恵（西部三育保育園）

澤村 真由（霊山三育）

小太刀

鈴木 大翔（松川教室）

小太刀

貝羽 良介（大道館）

総合優勝戦
（少年の部）
総合優勝戦
（成年の部）

熊田 久美子（侍道塾）

