
 

 

 

第１３回福島市スポーツチャンバラ選手権大会 成績表 

 

日   時      平成２６年５月１８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 事務局長 

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 理事 

審 判 長  中束 稔    福島県協会副会長 

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  参加選手： ９８名 役員： ３０名 引率者： １２０名   合計： ２４８名  

 

階級 種目 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

幼年 

（年小中） 

小太刀 菅野 唯希（聖心三育） 二瓶 瑠衣（聖心三育） 深谷 翔太（聖心三育） 齋藤 さくら（聖心三育） 

二刀（小太刀） 二瓶 瑠衣（聖心三育） 菅野 瑞樹（聖心三育） 菅野 唯希（聖心三育） 齋藤 さくら（聖心三育） 

合戦 深谷 翔太（聖心三育） 二瓶 瑠衣（聖心三育）   

幼年 

（年長） 

小太刀 伊藤 心（聖心三育） 引地 湊也（聖心三育） 山岸 優悟（聖心三育） 渡辺 瞳也（松川教室） 

二刀（小太刀） 鈴木 蒼平（松川教室） 紺野 千笑（保原支部） 二瓶 幸大（聖心三育） 村松真之祐（聖心三育） 

合戦 平田 里都（聖心三育） 村松真之祐（聖心三育）   

小学校 

１・２年 

小太刀 横山 斗夢（保原支部） 平林 侑衣（相馬支部） 武田 次玄（松川教室） 坂東 蒼澄（元気塾） 

長剣 平林 侑衣（相馬支部） 紺野 美月（保原支部） 角田 羚王（保原支部） 中川 魁（相馬支部） 

二刀（小太刀） 平林 侑衣（相馬支部） 木下 達哉（相馬支部） 横山 斗夢（保原支部） 坂東 蒼澄（元気塾） 

小学校 

３・４年 

小太刀 斎藤 海月（松川教室） 大橋 圭佑（保原支部） 菅野 藍希（松川教室） 土屋 快太（元気塾） 

長剣 西山 涼太（元気塾） 石川 稔基（元気塾） 斎藤 海月（松川教室） 菅野 藍希（松川教室） 

二刀 土屋 快太（元気塾） 斎藤 海月（松川教室） 武田 泰輝（相馬支部） 菅野 藍希（松川教室） 

小学校 

５・６年 

小太刀 吾妻 大武（松川教室） 伴 夏蓮（保原支部） 村上 奏多（相馬支部） 佐藤 和真（大道館） 

長剣 吾妻 大武（松川教室） 藤澤 大翔（相馬支部） 佐藤 和真（大道館） 阿部 康樹（相馬支部） 

二刀 小河 光（保原支部） 宍戸 哉太（保原支部） 佐藤 和真（大道館） 松崎 寿哉（相馬支部） 

中学生 小太刀 菊地 哲平（元気塾） 市川 右京（大道館） 佐藤晃太郎（松川教室） 中原 陽悠（相馬支部） 

長剣 市川 右京（大道館） 高子 倫（遊身塾） 佐藤晃太郎（松川教室） 中原 陽悠（相馬支部） 

二刀 菊地 哲平（元気塾） 佐藤晃太郎（松川教室） 市川 右京（大道館） 土屋 幸太（元気塾） 

一般 

男子 

 

小太刀 武田 泰彦（相馬支部） 日高健太郎（大学生普及委員会） 髙木 伸晃（元気塾） 西坂 快斗（元気塾） 

長剣 武田 泰彦（相馬支部） 徳江 信幸（大道館） 丹治 亮（松川教室） 髙木 伸晃（元気塾） 

二刀 西坂 快斗（元気塾） 日高健太郎（大学生普及委員会） 徳江 信幸（大道館） 武田 泰彦（相馬支部） 

一般 

女子 

小太刀 伴 夏蓮（保原支部） 伴 零夏（保原支部） 菅野 めぐみ（侍道塾） 齋藤 清凪（保原支部） 

長剣 土屋 佳代子（元気塾） 齋藤 清凪（保原支部） 菅野 めぐみ（侍道塾） 川口 真菜（聖心三育） 

二刀 土屋 佳代子（元気塾） 伴 零夏（保原支部） 伴 夏蓮（保原支部） 石川 愛実（元気塾） 

総合優勝戦

（少年の部） 
小太刀 藤澤 大翔（相馬支部）    

総合優勝戦  

（成年の部） 
小太刀 菊地 哲平（元気塾）    

 


