
平成２９年７月１７日　　於：平沼記念体育館

優　勝 準優勝 ３位

港北区 保土ヶ谷区 戸塚区
先　鋒 西村　理央 原科　太一 藪内　蒼空
次　鋒 西村　龍基 坂牧　りさ 石川　徹
中　堅 郡家　正明 篁　勇哉 遠藤　全英
副　将 郡家　正浩 竹内　勇輔 佐藤　浩気
大　将 中村　伸彦 縄田　寛希 長谷部　洋祐

優　勝 準優勝 ３位

横井　崇人 椎　美由紀 久保田　琉太郎
初心者体験 法政大学 秋葉小学校

港北区 港北区 戸塚区
県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

渡邉　理仁 伊藤　匠 松﨑　旭央
９級～１０級 中山小学校 本町小学校 川和東小学校

９級 １０級 ９級
緑区 中区 都筑区

県立武道館スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ
渡邉　二瑚 星　伶琉 鈴木　陽介

６級～８級 中山小学校 篠原小学校 神橋小学校
７級 ７級 ８級
緑区 港北区 港北区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

縄田　寛希 渡邉 修永 三宅　佑紀
１級～５級 横浜国立大学 中山小学校 横浜国立大学

１級 ５級 １級
保土ヶ谷区 緑区 保土ヶ谷区

横国翔剣会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ

宮本　真也 西本　理央 畠山　育子
初段以上 一般 一般 昭和女子大学

二段 四段 初段
磯子区 港北区 鶴見区

横浜杉田スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 明治碧剣会スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

渡邉　佐世子 松﨑　浩隼 鈴木　将太
２級～１０級 一般 川和東小学校 神橋小学校

２級 ９級 ６級
緑区 都筑区 神奈川区

県立武道館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

長谷部　洋祐 坂牧　りさ 宮森　賢一
１級以上 一般 横浜国立大学 一般

五段 １級 二段
戸塚区 南区 緑区

スマイルスポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ

小太刀

長剣フリー

二　刀

平成29年度横浜市民体育大会兼マスターズスポーツ大会
スポーツチャンバラ競技

区対抗戦団体戦

打突競技 部門

打突競技 部門

部内競技



優　勝 準優勝 ３位

原科　太一 宇津木　瞭 馬淵　翔
１０級以上 横浜国立大学 法政大学 法政大学

二段 初段 二段
保土ヶ谷区 港北区 港北区

横国翔剣会スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

渡邉　理仁 佐藤　樹 小島　健歩
８級～１０級 中山小学校 瀬ヶ崎小学校 富士見台小学校

９級 ９級 ８級
緑区 金沢区 港南区

県立武道館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ くうねるあそ部スポチャンクラブ

鈴木　康一郎 斎藤　渚沙 奥永　悟生
４級～７級 六角橋中学校 舞岡高等学校 浜小学校

４級 ５級 ５級
神奈川区 神奈川区 磯子区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 山王台スポチャンクラブ
西本　理央 岸　紫緒里 中村　伸彦

３級以上 一般 横浜創英大学 一般
初段 初段 二段

港北区 港北区 港北区
県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

原科　太一 篁　勇哉 海氣　奈那子
１０級以上 横浜国立大学 横浜国立大学 フェリス女学院大学

二段 １級 ２級
保土ヶ谷区 保土ヶ谷区 保土ヶ谷区

横国翔剣会スポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ 横国翔剣会スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

郡家　正浩 渡邉　佐世子 渡邉　修永
２～１０級以上 一般 一般 中山小学校

３級 ２級 ６級
港北区 緑区 緑区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

馬淵　翔 佐野　和希 宮森　賢一
１級以上 法政大学 法政大学 一般

三段 初段 初段
港北区 港北区 緑区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

菅井　大輔 眞保　篤 宮本　真也
１０級以上 一般 一般 一般

短槍　初段 短槍　二段 短槍　初段
磯子区 磯子区 磯子区

横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

佐藤　浩気 長谷部　洋祐 三宅　佑紀
１０級以上 一般 一般 横浜国立大学

杖　二段 長槍　五段 長巻　１級
神奈川区 戸塚区 保土ヶ谷区

スマイルスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 横浜翔剣会スポチャンクラブ

楯長剣

短刀・短槍

長槍・棒・杖・長巻

部外競技

楯小太刀

長剣両手



優　勝 準優勝 ３位

椎　美由紀 中野　結月 鈴木　月刀
初心者体験 法政大学 川和東小学校 川和小学校

港北区 都筑区 都筑区
県立武道館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ

渡邉　理仁 佐々木　羅夢 中西　拓海
９級～１０級 中山小学校 都田西小学校 北方小学校

９級 ９級 ９級
緑区 都筑区 磯子区

県立武道館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ

渡邉　二瑚 松﨑　浩隼 櫛引　淳宏
７級～８級 中山小学校 川和東小学校 川和小学校

７級 ８級 ８級
緑区 都筑区 都筑区

県立武道館スポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ BSCスポチャンクラブ
渡邉　珠怜 渡邉　修永 宮之前　紬希

４級～６級 中山中学校 中山小学校 山王台小学校
４級 ５級 ５級
緑区 緑区 磯子区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 山王台スポチャンクラブ
渡邉　佐世子 横倉　允司 藤井　鳴海

１級～３級 一般 一般 湘南学園高校
２級 １級 １級
緑区 港南区 港南区

県立武道館スポチャンクラブ くうねるあそ部スポチャンクラブ スポチャンつばさクラブ
石井　優希 渡邉　徹 岸　紫緒里

初　段 松陰大学 一般 横浜創英大学
初段 初段 初段

港北区 緑区 港北区
県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

長谷部　洋祐 菅井　大輔 東　洋介
二段以上 一般 一般 一般

五段 三段 二段
戸塚区 磯子区 中区

スマイルスポチャンクラブ 横浜杉田スポチャンクラブ 横浜馬車道スポチャンクラブ

基本動作 部門



優　勝 準優勝 ３位

長谷部　洋祐 西村　誠一 木下　昌直
一般 一般 一般

男　子 五段 三段 １級
戸塚区 戸塚区 戸塚区

スマイルスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

渡邉　佐世子 郡家　まつ子 栗原　静香
一般 一般 一般

女　子 ２級 １級 初段
緑区 港北区 戸塚区

県立武道館スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

優　勝 準優勝 ３位

長谷部　洋祐 木下　昌直 西村　誠一
一般 一般 一般

男　子 長槍　五段 楯長剣　１級 長巻　１級
戸塚区 戸塚区 戸塚区

スマイルスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ

渡邉　佐世子 栗原　静香 郡家　まつ子
一般 一般 一般

女　子 楯長剣　２級 楯長剣　初段 楯長剣　１級
緑区 戸塚区 港北区

県立武道館スポチャンクラブ スマイルスポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

木全　義樹 西村　龍基
順位なし １～５級　小太刀 ３級以上　楯小太刀

一般 一般
港南区 港北区

くうねるあそ部スポチャンクラブ 県立武道館スポチャンクラブ

小太刀

部外競技

得物自由

フェアプレー賞

マスターズスポーツ大会

部内競技


