
開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
4 男子3級の部 高平 怜 御幸 田口 晋也 養心館 今鷹紳吾 剣志館 吉田貴博 金程中 岩谷英樹 龍野秀樹 近沢啓補 菅野互泰
年 女子3級の部 関口かおり 宮田 金子幸枝 宮平中 宮田くゃ 金程中 下里英恵 金程中 関山佳奈美 木下才子 黒川明子 口中道奈々
11 男子2級の部 藤島優人 稲田中 佐々賢太 養心館 中村真之助 養心館 庄子健太郎 稲田中 鈴木貴将 中釜忠善 吉沼幸康 古川喜章
月 女子2級の部 桜井亜紀 宮田 坂上 薫 稲田中 塩田 綾 養心館 窪田美里 稲田中
22 男子1級の部 酒井雅人 星武館 表 方敏 御幸 川崎 悟 玉川中 栗田法正 稲田中 武藤 淳 戸川淳二 鈴木智武 森屋博昭
日 女子1級の部 田辺浩子 渡田中 渡辺絵美理 菅生 遠藤美芙由 多摩高 若山康子 生田中 山口法子 伊藤容子 高井芙美 雨宮 恵

男子初段の部 鈴木 卓 野川中 井上祐士 星武館 鈴木繁将 宮田 木村常昭 渡田中
女子初段の部 塘地尚子 養心館 渡辺郁世 橘高 佐藤美由紀 橘高 五十嵐佐紀枝 橘高
男子2段の部 岩見 務 養心館 中原幸二 養心館 村田幸生 聖医大 東山 茂 浅田剣
女子2～4段の部 椎名まゆみ 浅田剣 三浦千佳子 橘高 斎藤百合子 日女高 堀江みつ子 浅田剣
男子2～5段の部 田中 浩 養心館 井田淳也 養心館 横山一弥 星武館 緒方喜正 浅田剣

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
5 男子3級の部 遠藤謙太 平中 近澤慎哉 宮警剣 青木俊輔 宮警剣 矢野龍典 宮警剣 宮田達也 田口信也 梅原義人 出口弘勝
年 女子3級の部 鈴木智美 宮田 秋元宏美 玉川中 足立奈津子 養心館 垣内由美 橘中
11 男子2級の部 岩谷和樹 浅田剣 鎌手宣行 長沢中 高橋洋介 宮田 白田一誠 養心館 平山克海 中野慎介 引地直人 保坂信幸
月 女子2級の部 関口かおり 宮田 西田仁美 玉川中 藤田真由美 橘中 折坂紫帆 養心館
23 男子1級の部 戸波 俊 明倫館 井下康裕 橘中 関 一寛 御幸 長沼信一郎 橘中 川口源次郎 嘉村啓一郎 中釜忠善 永川慶宗
日 女子1級の部 溝口淑子 玉川中 仙北谷ふみ 洗足 霜越理恵 稲田中 原田まや 日女高

男子初・２段の部 小宮義実 星武館 栗田法正 稲田中 井上祐士 星武館 中原幸二 養心館 表 方敏 細田知良 月岡輝行 堀口雅樹
女子初段の部 鷹箸理沙 橘中 上田まゆら 日女高 高井芙美 稲田中 渡辺恵美理 菅生
男子３～５段の部 田中 浩 養心館 高木裕史 御幸 高籏慶治 陽和会 上田 隆 御幸
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女子2～4段の部 塘地尚子 養心館 関口さち子 宮田 上田福子 橘高 岸 奈穂子 橘高 田山早苗 竹内聡美 倉橋幸江 鈴木万紀子

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
6 男子3級の部 足立和哉 養心館 小宮義孝 星武館 萩原 暁 東橘中 小森源彦 宮少剣
年 女子3級の部 小島晴美 宮内中 宮城真希恵 東橘中 會田幸子 養心館 元山理恵 宮内中
11 男子2級の部 関山亮平 養心館 井田宏行 稲田中 岩谷英樹 浅田剣 鈴木健也 東橘中
月 女子2級の部 鈴木智美 宮田 甲斐瑞穂 長沢 中田陽子 玉川中 杉沢絵美 浅田
23 男子1級の部 高平 怜 御幸 嘉村啓一郎 サレジオ 古川裕尚 宮崎中 矢野龍典 宮少剣
日 女子1級の部 金子順恵 多摩 根本由美子 多摩 道原風子 平中 斎藤友子 宮内中

男子初段の部 皆川和之 星武館 菅野圭介 サレジオ 今井 寿 石堂 真田孝明 陽和
女子初段の部 安里直美 橘高 大石麻由 玉川 高橋昭子 石堂 櫻井亜紀 宮崎中
男子2・３段の部 岩見 務 養心館 中原幸二 養心館 月岡輝行 御幸 徳永 司 剣志
女子2～4段の部 上田福子 橘高 塘地尚子 橘高 鷹箸理沙 橘高 堀江みつ江 浅田
男子４～5段の部 鳥居鉄也 御幸 緒方喜正 浅田 高野 哲 養心館 岡部誠治 柿生

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
8 男子3級の部 飯塚圭介 稲田中 田中貴文 養心館 笹本千尋 玉川中 川村 尊 稲田中
年 女子3級の部 吉成 梢 浅田剣 手塚三輪子 桝形中 松本悠子 玉川中 岩谷幸恵 浅田剣
11 男子2級の部 原 大輔 玉川中 鷹箸清司 宮田 杉田 匡 剣桜 森 一樹 平中
月 女子2級の部 稲葉美穂 養心館 木村理恵 東橘中 福司 瞳 南加瀬中 保坂久美子 東橘中
23 男子1級の部 岩谷英樹 浅田剣 足立和哉 養心館 清野一己 平中 了戒有信 富士見中
日 女子1級の部 會田幸子 稲田中 保木本美幸 桝形中 渡辺 睦 稲田中 佐野智子 洗足中

男子初段の部 高平 怜 御幸 関山亮平 稲田中 吉成 剛 浅田剣 白田大輔 有馬中
女子初段の部 鈴木智美 宮前中 溝口淑子 橘中 石井美恵 養心館 佐々木貴子 橘中

敢闘賞

敢闘賞

場所 松下電器東京体育館

場所 松下電器東京体育館



男子2段の部 高平 学 御幸 高橋繁信 小倉 三橋健二 小倉 大西秀和 剣桜
女子2段の部 石倉美和子 橘高 佐藤結香 橘高 相田紗貴子 橘高 大津満枝 養心館
男子３段の部 清水裕貴 御幸 阿久津正明 剣桜 舘岡和彦 剣桜 早坂添彦 剣桜
女子３・４段の部 熊谷茂美 川崎市役所 名雪あかね 千代田プロティック 諏佐千賀子 養心館 河合理恵 調布学園

男子４・５段の部 塩田 有 養心館 吉里彰二 修道 松下幸朗 明倫 中村清昭 明倫
七区団体 麻生区 多摩区 幸区 宮前区
四者団体 市役所 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
9 男子3級の部 天内勇樹 宮田 前田和哉 平中 中村 晃 砂子 木村彰利 今井中 會田直久 角田良平 飯塚 俊 岡田将喜
年 女子3級の部 北村加奈子 小田剣心榊原杏子 中原中 長岡千明 之会 安藤衣津子 剣桜
11 男子2級の部 広瀬裕一 宮田 高沢篤司 之会 田中貴文 養心館 高山直樹 井田中 小林哲治 阿部晋也 鈴木智士 畠山修平
月 女子2級の部 水野由紀子 宮田 赤井畑真澄 橘中 長島礼子 之会 田村真理子 洗足学
30 男子1級の部 太田 桂 之会 天内達哉 宮田 龍野秀平 北高 中原幸平 稲田中 羽太雄紀 宮田悠平 有泉順平 吉沼理智
日 女子1級の部 吉成 梢 浅田剣 越山由莉 桝形中 三木 恵 之会 下村賛良以 新城高

男子初段の部 小林源彦 宮前中 東山淳史 浅田 了戒有信 宮前中 巻島 功 新城高 太田 淳 蓮沼 稔 加藤修一 島田栄司
女子初段の部 北村美紗 百合高 賀茂小百合 川高 工藤温子 南加瀬中 長友明子 新城高
男子2段の部 森尾昌氏 井田剣 矢野龍典 之会 関山亮平 稲田中 山本大輔 百合高
女子2～５段の部 折坂紫帆 百合高 織田みどり 菅生 柴田智子 武蔵 下山綾子 ｾﾝﾄﾗﾙﾁﾖﾀﾞ

男子３～5段の部 小比賀秀昌 静心会 下山 享 千代田プ 本田孝之 剣桜 大西秀和 剣桜
七区対抗 幸区 多摩区
四者対抗 消防局 市役所 実業団 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
10 男子3級の部 川田慶介 宮平中 野本一良 石堂 堀江亮介 石堂 大波雄輔 稲葉崇将 関根 良 生江大介 藤原宗之

場所 等々力アリーナ
敢闘賞

敢闘賞
場所 等々力アリーナ



年 女子3級の部 大塚真純 南加瀬中柳沼 結 宮田 雪山穂波 養心館 香川朝美
11 男子2級の部 天内勇樹 宮田 藁谷直優 向丘 石川壮太 今井中 渡辺貴大 小田 小笠原康朗 田中雄也 櫻井健也 笹野 遊
月 女子2級の部 山野麻衣子 之会 森 由布子 平中 新屋春奈 浅田 千葉祐子 富士見中
29 男子1級の部 太田 桂 向丘 広瀬裕一 橘中 原 大士 養心館 船本 隆 宮前平 橋本 豊 小畔佑介 畠山修平 岩井裕一
日 女子1級の部 稲葉美穂 養心館 小野寺朱美 南加瀬中 天内朝子 菅生 安藤祐里江 剣桜

男子初段の部 廣谷雅淑 富士見中外山慶介 百合高 鷹箸清司 橘中 甲斐太地 明倫 飯塚 菅野 石井 井村
女子初段の部 金子明美 桝形中 南方真紀 新城高 新田明子 南加瀬中永田深那 多摩高
男子2段の部 秋山聡士 石堂 相原孝雄 菅生 中村充俊 之会 古川裕尚 多摩高
女子2～4段の部 折坂紫帆 百合高 下山綾子 千代田ｾﾝﾄﾗ 清田珠世 星武館 鈴木智美 百合高
男子３・４段の部 佐藤信也 御幸 矢部正浩 NKK 関 一寛 御幸 片貝 悟 剣桜
七区団体対抗 多摩区   幸区
四者対抗団体 市役所 実業団 教職員 消防局

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
11 男子3級の部 福士完晃 之会 堀江亮輔 石堂 張替 武 御幸 原田瑞生 中原中 佐藤 誠 富田仲也 広瀬大輔 川村龍太郎
年 女子3級の部 松村千秋 井田中 高木綺菜 向剣 福山真末 東橘中 深沢寛子 稲田中
11 男子2級の部 至宮京将 小田 平塚正文 東高 張替数馬 御幸 足立一樹 養心館 家村拓輝 神長勇太 中島 優 野本一良
月 女子2級の部 菅野友紀子 南加瀬 香川朝美 向剣 杉原美季 明倫 中村恭子 養心館
28 男子1級の部 沢田政孝 之会 鈴木智士 南加瀬 久野木裕幸 富士見 中村 亮 富士見 大熊織雄 生江大介 田中貴文 米沢光昭
日 女子1級の部 沼田一実 之会 小谷真末 宮前平 新谷春奈 浅田 雪山穂波 稲田中

男子初段の部 太田 桂 向中 長野慶輔 百合高 船本 隆 宮前平 広瀬裕一 橘中 枝松正樹 五十嵐裕基 記虎泰弘 斎藤清一郎
女子初段の部 矢内朝子 稲田中 井上友美 百合高 稲葉美穂 稲田中 中村絵美 百合高
男子2段の部 秋山聡士 石堂 宮田達也 宮田 井村俊介 石堂 中原幸平 稲田中
女子2段の部 鈴木智美 百合高 麻生知恵子 新城高 南方真紀 新城高 斎藤美加 百合高
男子３・４段の部 小宮義孝 星武館 宮崎義武 武蔵 砂田威士 明大 沢口洋一 百合高
女子３・４段の部 美和いずみ 下沼 田中美智子 養心館 木村恵子 個人 織田みどり 菅生

敢闘賞
場所 等々力アリーナ



七区団体対抗 多摩区 宮前区
四者対抗団体 教職員 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
12 男子3級の部 栁 勇太 小田剣 石黒恭平 井田中 川村龍太郎 剣桜 張替 武 御幸
年 女子3級の部 矢崎加奈子 川小剣 小峰恭代 武蔵 柿沢優子 洗足 山下佳純 幸道
11 男子2級の部 平山航大 之会 広瀬大輔 宮田 中村友朗 東橘中 薄井 雄 南加瀬中
月 女子2級の部 北村恵美 小田剣 角田由美 洗足 深谷めぐみ 東橘中 畑野陽香 養心館
26 男子1級の部 沢田政孝 之会 中島 優 修道館 鈴木 僚 之会 野本一良 石堂
日 女子1級の部 香川朝美 富士見 菅野友紀子 南加瀬中 斎藤真由美 宮前平 高木綾菜 向剣

男子初段の部 長野慶輔 百合高 益田健司 百合高 横田祐貴 橘中 箕輪哲治 多摩高
女子初段の部 沼田一実 之会 山野麻衣子 之会 丸山いずみ 洗足 新屋春奈 浅田
男子2段の部 伊藤 洋 NKK 井村俊介 石堂 斎藤清一郎 富士見 松下一清 NEC
女子2段の部 會田智子 稲田 池田瑞穂 新城高 増冨真耶 百合高 井上友美 百合高
男子３～5段の部 小宮義孝 星武館 宮田達也 宮田 坂本恵介 石堂 矢部三浩 NKK
女子３～５段の部 大串真裕美 石堂 田中美智子 養心館 石川美恵 養心館 下山綾子 千代田ﾌﾟﾛ

七区団体対抗 多摩区 中原区 川崎区 幸区
四者対抗団体 教職員 市役所   消防局 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
13 男子3級の部 山本浩輝 川少 杉田正博 菅中 八木潤哉 武蔵 中沢勇貴 石堂
年 女子3級の部 三改木麻衣 星武館 加藤幸恵 中中 謝花 歩 武蔵 望月 優 野川中
11 男子2級の部 張替 武 御幸 船木信幸 個人 紙田大輔 中中 中原優平 稲田中
月 女子2級の部 河野華菜子 中中 富永多恵 稲田中 上野真未 臨港 窪田恭子 稲田中
23 男子1級の部 広瀬大輔 橘中 平山航大 宮崎中 中村文則 之会 鈴木優一郎 野川中

場所 川崎市立体育館
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敢闘賞

場所 等々力アリーナ



日 女子1級の部 白石智美 平間 斎藤未帆 南加瀬中 関 弥佳 野川 角澤希美 富士見
男子初段の部 中島 優 修道館 福士完晃 之会 野本一良 田島 三改木孝典 田島
女子初段の部 香川朝美 富士見中木山順子 養心館 鷹箸愛美 南加瀬中伊藤玲奈 井田
男子2段の部 井村俊介 石堂 中村浩志 柿生西 早津 翼 柿生西 早津寿勝 柿生西
女子2～５段の部 田中美智子 養心館 雪山穂波 養心館 織田みどり 菅生 田岡あゆみ 剣雄
男子３～5段の部 高平 怜 御幸 宮田達也 宮田 河野 誠 消防 和田誠一 剣雄
七区団体対抗 多摩区 麻生区
四者対抗団体 消防局 市役所

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
14 男子3級の部 水澤智弥 剣誠 首藤友樹 小田 善波祐介 之会 小林隼人 剣誠 和田拓磨 篠田 学 東若伸雄 本波幸樹
年 女子3級の部 阿部美洸 剣誠 佐藤 遥 剣桜 樽見麗句 御幸 本多千紘 養心館
11 男子2級の部 栁 勇太 小田 横原 涼 之会 中沢勇貴 田島 箕輪 雄 明倫 斎藤健一郎 岡田直樹 鈴木直翔 宮本龍一
月 女子2級の部 三改木麻衣 星武館 藤原倫子 金程 小笠原萌万 御幸 斎藤友梨亜 南加瀬中
17 男子1級の部 紙田大輔 中島 棚田靖之 麻生高 岡本完士 麻生高 中山敦史 麻生高 金子哲也 馬場藤貴 船木信幸 新田嵩裕
日 女子1級の部 江口智美 南加瀬中上地ルミ 小田 小林夏菜 川高 白石智絵美 平間

男子初段の部 平山航大 宮前中 鶏冠井孝介 向中 斎藤裕一郎 富士見 溝口翔太 田島
女子初段の部 角澤希美 富士見 白石智美 平間 江原三奈美 幸警 伊藤千恵 田島
男子2段の部 中村浩志 柿西 沢田政孝 之会 伊藤 洋 NKK 姫野寛哉 新城高
女子2段～５の部 會田智子 養心館 泉 さやか 百合高 寺田美緒 百合高 我孫子美樹 剣雄
男子３～5段の部 井上庸祐 遊心 宮田達也 宮田 長島正浩 臨港剣 白石稔雄 養心館

七区団体対抗 多摩区 宮前区 幸区 中原区
四者対抗団体 教職員 実業団 消防局 市役所

開催日

場所 等々力アリーナ
敢闘賞

場所 等々力アリーナ



平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
15 男子3級の部 吉田康晴 川中 清水 拓 菅中 伊藤直哉 宮少 内藤 潤 養心館 立川順基 吉田勝俊 稲葉裕之 和田雄希
年 女子3級の部 増尾紗紀 浅田 波多英里佳 中野 五十嵐千尋 臨警 菊池杏子 川中 荻沼早紀 高川祐季帆 水澤さくら 古賀加瑛汀
11 男子2級の部 水澤智弥 剣誠 小林隼人 剣誠 山崎智飛 向中 篠木彰一 川中 藤原 照 阿部基輝 真中智朗 首藤友樹
月 女子2級の部 阿部美洸 剣誠 北川愛弓 臨警 荒井詩織 浅田 錦野ひかり 井道
30 男子1級の部 岸本輝真 稲田中 八木潤哉 武蔵 錦野 井田 高橋和明 之会 石田将輝 吉田侑司 及川一哉 石井 僚
日 女子1級の部 田原諒子 洗足 本多千紘 稲田中 熱田 楓 稲田中 田中千晶

男子初段の部 栁 勇太 田島 為我井 翔 川中 富田翔太 富士見 樽見雄大 御幸 藤本磨人 中山壽之 荒井真昭 山崎惇志
女子初段の部 角田絵美 洗足 山崎桃江 富士 上野真末 川中 上地ルミ 田島
男子2段の部 伊藤 洋 JF 加藤直樹 新城 宮原 信 柿西 張替数麻 御幸 鶏冠井孝介 倉茂佑治 近藤 祐 仙田潤平
女子2～４段の部 大串眞裕美 石堂 柳沼 結 宮田 泉 さやか 百合高 吉松身延 新城高
男子３～5段の部 廣谷雅淑 向剣 井村俊介 石堂 須貝 誠 かもめ 関山亮平 養心館

七区団体対抗 中原区 多摩区
四者対抗団体 教職員 消防局

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
16 男子3級の部 中川達人 香林 鵜沼智弘 石堂 吉田 翼 剣誠 針塚晧大 養誠 倉持 諒 金森琢斗 斎藤大士 三木崇史
年 女子3級の部 浅原美砂 宮田 古賀つぐみ 川中 藤瀬咲紀 剣桜 丸山 茜 之会
11 男子2級の部 小林隼人 剣誠 関根 光 井田中 毎熊祥平 武蔵 西山晃平 之会 松本央嶺 堀内大河 山口大樹 菅野祥樹
月 女子2級の部 佐藤夏子 臨海 大山みのり 川中 水澤さくら 剣誠 牛丸 栞 井田
23 男子1級の部 水澤智弥 剣誠 高橋和明 之会 田中豊大 中野 小出崇徳 之会 首藤友樹 石川隆二 山本惣一郎 根本紘志
日 女子1級の部 阿部美洸 剣誠 菊池杏子 御幸 渕 愛美 御幸 熱田 栞 稲田中

男子初段の部 栁 勇太 田島 尾崎清和 修道館 奥津洋平 御幸 加藤 奨 川高
女子初段の部 本多千紘 稲田中 遠藤友加里 川高 佐々木のり子 剣桜 梶山真未 之会
男子2段の部 張替 武 御幸 石川達也 養心館 西山高雄 宮田 大岡智行 清明

敢闘賞

場所 川崎市立体育館
敢闘賞



女子2段の部 荒川朋香 生田東 越智絢子 之会 小林沖枝 剣誠 上野真末 川中
男子３段の部 會田直久 養心館 佐原裕士 宮田 宮田康範 宮田 倉茂拓也 養心館
女子３～５段の部 我孫子美樹 剣雄 岡田あゆみ 剣雄 北條晶子 宮田
男子４・５段の部 井村俊介 石堂 尾野 誠 かもね 宮田達也 宮田 濱野治彦 かもめ
七区団体対抗 宮前区 高津区
四者対抗団体 実業団 消防局 市役所 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
17 男子3級の部 高田恒太 菅中 中村賢史 西生田中 水口 純 田島中 田子直樹 藤崎 越智直彦 善波祥平 瀬谷啓介 高根沢悟
年 女子3級の部 信國杏奈 高剣 斎藤美貴 剣誠 深澤智子 稲田中 田畠めぐみ 川中
11 男子2級の部 松本央嶺 石堂 鵜沼智広 石堂 中村 拓 宮田 河合 健祐 中中 松村玲央 徳岡知宏 吉田 翼 福本 岳
月 女子2級の部 浅原美砂 宮田 菅原咲嬉 剣桜 石田笑子 西生田中 津田侑佳 西生田中
13 男子1級の部 伊藤 峻 臨港 善波祐介 之会 西山晃平 之会 前澤誠希 桐光 渡辺祐輔 鈴木俊寛 柳瀬俊太郎 横山明人
日 女子1級の部 阿部美洸 剣誠 佐藤明香 剣桜 水澤さくら 剣誠 岩田 希 洗足

男子初段の部 丸尾聡一郎 麻総 小平 諒 富士見中 葉山雄太 法政 伴 直昴 中中 吉留聖也 櫻井章文 船山亮太 根本紘志
女子初段の部 紙田有紀子 中中 斎藤裕佳 田島 遠藤友加里 川高 樋口果歩 富士見中
男子2段の部 栁 勇太 田島 宮田啓一郎 生田東 藤井一航 法政 和田悠一郎 麻総
女子2～４段の部 山田由佳 麻総 杉山織愛 麻総 北條晶子 宮田 鈴木 希 百合高
男子３～5段の部 有泉順平 練誠 倉茂拓也 養心館 姫野覚哉 宮田 福士光晃 之会

七区団体対抗 宮前区 多摩区
四者対抗団体 教職員 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
18 男子3級の部 佐藤茂毅 桐光 鶴井 拳 石堂 木村 翔 宮田 池田昌樹 宮田 岡田昌大 古川龍哉 柏木正幸 高木拓実

敢闘賞

場所 とどろきアリーナ
敢闘賞

場所 高津スポーツセンター



年 女子3級の部 高橋美樹 川中 田中美帆 川中 千田知恵 橘中 藤井香葉子 田島
11 男子2級の部 高津 巧 西生田 栁 裕太 剣誠 津久井翔太 宮崎 佐久間康輔 臨港 沢田翔平 高根沢悟 山中瑛介 熊川竜之介
月 女子2級の部 浅原美砂 宮田 長田恵梨子 川中 松川友理奈 井田剣 深澤智子 稲田中
12 男子1級の部 沼澤啓太 剣誠 西山晃平 之会 富永雅也 稲田中 長秀泰 中中 今井直大 森田建史 斎藤大工 氷室 陽
日 女子1級の部 阿部美洸 剣誠 水澤さくら 塚越中 佐藤夏子 臨海 尾方ゆかり 洗足

男子初段の部 小林隼人 平間 水澤智弥 塚越 前沢誠希 桐光 白銀孝匡 桐光 岩渕一穂 鈴木進之介 室山 熱 斎藤哲郎
女子初段の部 中澤 彩 桐光 門内なな江 稲田中 岩田 希 洗足 大柴百絵 菅中
男子2段の部 和田悠太郎 麻総 赤城拓人 星武館 國符田翔太 多摩 根本紘志 井田剣
女子2段の部 村城明子 麻総 鈴木晴香 麻総 斎藤結佳 麻総 多胡 新城
男子３段の部 渕 武蔵 御幸 張替 御幸 金子裕輝 宮崎 前田謙介 かもめ
女子３・４段の部 渡辺未来 宮崎 越智絢子 之会 下沢晴美 剣雄 田岡あゆみ 剣雄
男子４・５段の部 足立慎吾 養誠 牛丸明彦 井田剣 宮田達也 宮田 堀之内充 かもめ
七区団体対抗 中原区 川崎区
四者対抗団体 教職員 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
19 男子3級の部 水澤玲弥 剣誠 木村 翔 宮田 登椰憲太郎 橘中 森 貴基 生田 宮本祐多 笹原 大 関原勇太 中村竜之介
年 女子3級の部 星野有砂 洗足 西 奈津子 宮前 中島嵯弥子 宮前 中込芽吹 宮崎
11 男子2級の部 植村冬樹 御幸 濱舘 遼 向剣 岩切秀樹 法政 鵜沼智広 田島 藤田晃平 木村圭吾 岩野優策 井手元克樹
月 女子2級の部 佐藤千尋 洗足 黒木 麗 剣桜 西 風香 橘中 加瀬田日向子 宮崎
23 男子1級の部 吉田 翼 平間 石原和輝 桐光 広瀬直樹 宮前 田島健太 中中 佐々木晃大 本杉 翔 藤井尋也 田代勝也
日 女子1級の部 佐藤夏子 富士 浅原美砂 東橘中 三身里奈 井田 四宮慶乃 向中

男子初段の部 富永雅也 稲田中 金森琢斗 菅中 伊藤 峻 川商 井口 紀 東橘中
女子初段の部 阿部美洸 塚越 水澤さくら 塚越 磯村映里佳 洗足 矢島仁美 洗足
男子2段の部 小林 隼人 平間 若尾俊次 之会 小林 司 生田東 白金孝匡 桐光
女子2～４段の部 鈴木 優 稲田 渕 愛美 御幸 牧山あずさ 川商 水野由紀子 宮田

場所 とどろきアリーナ
敢闘賞



男子３段の部 張替 武 御幸 佐藤友規 練誠 姫野覚哉 宮田 野村啓太 練誠
男子４・５段の部 前田謙介 かもめ 宮田康範 宮田 安徳和俊 剣桜 門内浩幸 養心館
七区団体対抗 宮前区 幸区
四者対抗団体 消防局 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
20 男子3級の部 藤原知志 明倫 沢田大輝 臨港 阿部孝一 小田 小此木優作 向剣 山中進之介 難波篤武 鈴木道和 松坂悠太郎
年 女子3級の部 高橋萌美 明倫 木村七海 宮田 中澤茉莉乃 高剣 木村彩乃 高剣
11 男子2級の部 木村 翔 宮田 川崎 錬 宮田 水澤玲弥 剣誠 武藤圭佑 宮田 高根沢光 沼澤達充 山本健司 斎藤 遊
月 女子2級の部 平佐田つくし 剣誠 藤森杏子 橘中 早坂萌未 剣桜 嶋崎杏花 富士見
23 男子1級の部 伊藤立紀 桐光 本多龍之介 稲田中 伊藤雄哲 桐光 寺田龍平 桐光 大倉優一 鈴木陸矢 草場大輝 戸井田一帆
日 女子1級の部 斎藤美貴 塚越 森 理乃 麻剣 中村恵望子 長沢 姫野志穂 橘中

男子初段の部 吉田 翼 平間中 田島健大 中中 吉永 類 塚越中 藤田晃平 臨港中
女子初・２段の部 阿部美洸7 塚越 浅原美砂 東橘 佐藤夏子 富士見 橋本麻那美 洗足
男子2段の部 西垣内俊裕 富士見 柏木大和 塚越 渡邊秀樹 かもめ 矢澤勇輝 養誠
女子３・４段の部 渕 愛美 御幸 木村智枝子 宮田 内藤千織 東芝 寺澤三起子 下沼部
男子３段の部 栁 勇太 小田剣 野村啓太 練誠 松本渉 かもめ 広瀬大輔 宮田
男子４・５段の部 武儀山宗業 かもめ 高橋健司 宮田 夛田尚史 かもね 笹木裕之 かもめ
七区団体対抗 多摩区 幸区
四者対抗団体 第２機動隊 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
21 男子3級の部 山田航大 有馬 工藤卓弥 金程 石川祐貴 石堂 松井春来 井田
年 女子3級の部 岡田華奈 宮田 今西好海 高剣 船山おのみ 井田 高橋萌美 明倫
11 男子2級の部 石田義峰 橘中 栁川一博 東橘 阿部孝一 小田 山田拓海 武蔵

敢闘賞
場所 とどろきアリーナ

場所 とどろきアリーナ
敢闘賞



月 女子2級の部 木村七海 宮田 佐藤千夏 臨海 安本毬乃 石堂 渡邊真実 宮田
22 男子1級の部 伊藤謙剛 麻生 木村 翔 東橘 沼澤達充 剣誠 水澤玲弥 剣誠
日 女子1級の部 周藤 希 川中 平佐田つくし 剣誠 淡路屋美希 犬蔵 黒木 麗 剣桜

男子初段の部 佐々木晃太 平間 本多龍之介 宮田 岡田昌大 橘中 渡邊翔太 西高
女子初・２段の部 佐藤夏子 富士見 山口瑛 麻総 淡路屋真帆 麻総 実松真子 洗足
男子2段の部 高根沢悟 宮田 中村 拓 宮田 芳賀 築 麻総 加藤眞輝央 平中
女子３・４段の部 鈴木 優 麻総 北條晶子 宮田 高橋麻美 養心館 伊藤明子 養心館
男子３段の部 栁 勇太 小田 内藤建太郎 川信 毎熊翔平 武蔵 加藤達之 菅生
男子４・５段の部 阿部公揮 之会 笹木裕之 かもね 橋本慎一 平間 斎藤新作 菅生
七区団体対抗 幸区 多摩区
四者対抗団体 第２機動隊 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
22 男子3級の部 佐藤健人 剣桜 佐藤 蓮 養誠 戸田直斗 法政 菱田 新 星武館 山我譲児 中村伸一 佐藤勇一 石倉徹也
年 女子3級の部 広田祥子 生田中 嶋崎梨花 富士見中 冷水志保 向剣 佐藤由佳 石堂
11 男子2級の部 三上泰史 京町中 鈴木大河 富士見中 石川祐貴 石堂 小峰杏太 野川中 柴田遼亮 菅原 崇 南波賢人 横内宗弘
月 女子2級の部 木村彩乃 高剣 山口 結 富士見中 岡田華奈 宮田 長岡彩香 剣桜
21 男子1級の部 伊藤謙剛 桐光 水澤玲弥 剣誠 横山祥太郎 富士見中 阿部孝一 小田 長井昌弘 棚橋孝大 中村大樹 桐光
日 女子1級の部 木村七海 東橘中 平佐田つくし富士見中 島田美咲 宮前 渡邊真実 西高

男子初段の部 武藤圭祐 東橘中 池田浩大 中中 山中進之介 川総 大野 肇 桐光 伊藤雄哲 藤瀬拓磨 木村 翔 小沼慧之
女子初段の部 飯島美雪 小田 黒木 麗 剣桜 淡路屋美希 犬蔵 周藤 希 川中島
男子2段の部 吉田 翼 剣誠 加藤利樹 平中 宮 祐平 法二 賀茂祐輔 川総
女子2段の部 斎藤美貴 剣誠 佐藤優希 長沢 溝呂木楠奈子 幸警 原 千波 麻総
男子３段の部 水澤智弥 剣誠 黒木 優 麻生 會田靖直 麻生 船山 快 多摩
女子３・４段の部 山口 瑛 麻生 水澤さくら 剣誠 山下佳純 幸警 松尾優香里 麻生
男子４・５段の部 小泉伸司 かもめ 岩船浩之 川信 内藤健太郎 川信 池原 肇 多摩

場所 とどろきアリーナ
敢闘賞



七区団体対抗 幸区 高津区
四者対抗団体 第二機動隊 教職員 実業団 市役所

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
23 男子3級の部 安徳風人 剣桜 松尾淳平 平間 後藤 典 藤崎 斎藤洋平 剣桜 小野 翔 横内直樹 五十嵐輝 根岸侑弥
年 女子3級の部 藤井莉織 剣誠 山本小梅 有馬 渡邊紫音 川中 吉井汐愛 幸警
11 男子2級の部 大上昌朗 臨港 南波賢人 御幸 小笹僚太 臨港 川瀬蒼馬 石堂 三改木宏旺 大谷 風 石川祐貴 池田琉景
月 女子2級の部 武井君果 平中 黒木 綾 剣桜 与那覇唯菜 剣桜 渡邊七海 金程
27 男子1級の部 大柴愼之助 菅中 水澤玲弥 塚越 田中祐成 有馬 森田将仁 桐光 早川 狩 満江陵太 石井敦己 根本昌樹
日 女子1級の部 長岡彩香 剣桜 佐藤千夏 臨海 岡田華奈 東橘 永井杏奈 剣桜

男子初段の部 伊藤謙剛 桐光 沼澤達充 塚越 濱舘 遼 富士見 多賀悠亮 井田
女子初段の部 木村七海 東橘 田中美紀 有馬 渡邊真実 西高 平佐田つくし 富士
男子2段の部 木村 翔 東橘 武藤圭佑 東橘 浅野優介 藤崎 川崎 錬 東橘
女子2段の部 斎藤美貴 剣誠 黒木 麗 剣桜 大柴百合絵 麻生
男子３段の部 會田靖直 麻生 鷹箸清司 宮田 水澤智弥 剣誠 池田友哉 川信
女子３～５段の部 阿部美洸 剣誠 小野珠代 宮田 有田珠美 剣誠
男子４段の部 小沢桂治 宮田 栁 勇太 小田 吉田航希 シーガル 鷹箸 亮 宮田
男子５段の部 沢田政孝 之会 鈴木琢也 向武 小坂武嗣 ｼｰｶﾞﾙ
七区団体対抗 幸区 宮前区
四者対抗団体 警察 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
24 男子3級の部 岩瀬陽太郎 向剣 坂井綾夏 宮田 中本雄巳 剣桜 濱舘 希 向剣 松本翔龍 斎藤瑛介 小野 将 大谷 海
年 女子3級の部 北川知佳 遊心 森 稚葉 川中 石井綾夏 宮少 垣井くるみ 御幸
11 男子2級の部 佐藤耀也 有馬 安徳颯人 剣桜 久間倉啓太 宮田 大野陽登 剣誠

敢闘賞

場所 川崎市立体育館
敢闘賞

場所 とどろきアリーナ



月 女子2級の部 川中美緒 平中 亀ヶ谷江梨 宮少
25 男子1級の部 南波賢人 御幸 佐藤 蓮 養誠 木下瑞茎 平間 金子 蓮 塚越 中村燎平 小林佑多 鈴木啓介 鶴田 悠
日 女子1級の部 野村麻衣 有馬 廣田桂子 生田 富田 彩 有馬 田上遥香 平中

男子初段の部 匂坂和矢 富士 首藤友樹 小田 関 隼涼 麻生 東 祥広 法政
女子初段の部 岡田華奈 東橘 山本小梅 生田 木村彩乃 高剣 今西好海 西中
男子2段の部 黒川賢汰 川総 加藤岳也 川総 佐藤綾仁 川総 日森 裕 川総
女子2段の部 舘岡夢華 剣桜 渡邊真実 宮田 木村七海 宮田 水木瑞希 養心館
男子３段の部 松原圭治 之会 渡邊翔太 川総 池田友哉 川信 串山寛和 川総
女子３～５段の部 斎藤美貴 剣誠 北條晶子 宮田 石田久美子 練誠 宮田沙穂 宮田
男子４段の部 水澤知弥 剣誠 松本渉 ｼｰｶﾞﾙ 小林克秋 柿生 小林隼人 剣誠
男子５段の部 阿部公揮 之会 宮田達也 宮田 小沢桂治 宮田 光野英行 宮田
四者対抗団体 実業団 警察

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
25 男子3級の部 久川泰史 剣誠 和中 奏 幸警 石川幸範 石堂 鈴木悠真 剣誠 藤原駿斗 佐藤涼平 小野 将 樋口和真
年 女子3級の部 垣井くるみ 御幸 岸本彩花音 御幸 鈴木遥香 向剣 斎藤咲良 田島
11 男子2級の部 五十嵐輝 宮田 高橋希空 高剣 五十嵐椋 白鳥 福島陸弥 剣桜 松崎勇斗 中根大樹 山崎真一 大谷 海
月 女子2級の部 伊藤 楓 有馬 丸山夢乃 宮前平 三好結万 宮田 望月千夏子 剣桜
10 男子1級の部 斎藤洋平 塚越 高木康生 塚越 尾高洋平 剣桜 久間倉啓太 明倫 家野穂翔 三枝航大 宮崎倫弥 長谷川英太
日 女子1級の部 相原真衣 修道 加藤明里 麻生高 石井柚里 宮田 中村寿賀子 桐光

男子初段の部 佐藤勇一 井田中 山我航大 渡田 鶴巻玲雄 西高 岸 勝幸 塚越
女子初段の部 山本真央 井田 廣田桂子 生田 木村彩乃 高剣 黒木 綾 菅中
男子2段の部 北島芳洋 麻総 山田航大 生田 早川大暉 麻生 水澤玲弥 塚越
女子2段の部 木村七海 宮田 清水悠香 麻総 藤岡弘子 麻総 小石妙子 麻総
男子３段の部 岡田昌大 宮田 原 則雄 西生田 鷹箸清司 宮田 本杉 翔 養誠
女子３～５段の部 宮田晶子 宮田 吉弘美香 剣桜 和仁琴音 麻生 小林沖枝 麻総

場所 多摩スポーツセンター
敢闘賞



男子４段の部 鷹箸 亮 宮田 脇 嘉博 かもめ 松原啓治 之会 室谷圭範 井田
男子５段の部 宮田達也 宮田 山本圭介 養心館 大富宗哲 向剣 高橋健司 宮田
四者対抗団体 教職員 実業団

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
26 小学男子3級の部 上原拓己 田島 小林龍実 御幸 佐々木貫 光如 橘田龍耀 田島 佐々木夏見 飯島晃生 坂本大騎 高野聖晴
年 小学女子3級の部 斎藤咲良 田島 斎藤美咲 田島 匂坂百花 向剣 垣井さくら 御幸
11 小学男子１・2級の部 濱舘来希 向剣 川井元太 之会 浅野心之輔 宮前 山本竜士 養心館
月 女子１・2級の部 垣井くるみ 御幸 関口和果 宮田 吉井夏蓮 幸警 山本圭乃 幸警
23 中学男子1級の部 太田 柾 稲田 藤平祐樹 塚越 小野 将 宮田 土井洸次郎 桐光 坂井綾真 長谷川洸太 木村拓海 五十嵐輝
日 中学女子1級の部 北川知佳 富士見 高野愛子 稲田 相原真衣 修道 三好結万 橘中

男子初段の部 高木康生 塚越 斎藤洋平 塚越 木室裕介 養誠 白岩大樹 橘中
女子初段の部 遠藤菜優子 富士見 高橋佑佳 富士見 加藤明里 麻生 羽深亜優実 井田
男子2段の部 相馬拓也 東芝 伊沢一馬 かもめ 岩森涼平 ｼｰｶﾞﾙ 木村優之 清明
女子2～５段の部 伊豆本まゆ 下沼部 木村彩乃 高剣 廣田桂子 生田 吉弘美香 剣桜
男子３～５段の部 室谷圭範 井剣 後藤孝嗣 かもめ 高橋健司 宮田 宮田康範 宮田

四者対抗団体 実業団 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
27 小学１年の部 秋庭 湧 御幸 関口結和 宮田 加藤瑠奈 菅生 根岸幸平 小田
年 小学２年の部 中山航平 養心館 臼井万理 養心館 原科公輔 御幸 渡邊 蓮 石堂
11 小学３年の部 柴田育太郎 御幸 岸本建人 御幸 柿川 奏 御幸 秋山友翔 御幸 山本凌大 木村華恋 高橋 颯 斎藤杏梨

場所 多摩スポーツセンター
敢闘賞

敢闘賞
場所 とどろきアリーナ



月 小学４年の部 外崎心人 御幸 小野果蓮 宮田 石原花和子 宮田 五十嵐雄 宮田 日吉 陸 大内陽耀 永鳥誠士朗 大嶋 
8 小学５年の部 岸本匠人 御幸 阿部 将 御幸 飯島晃生 養心館 池田天馬 養心館 佐々木貫 松村 玄 丸山虎哲 斎藤 陸
日 小学６年の部 岸本彩花音 御幸 望月千夏子 剣桜 原科太一 御幸 山本竜士 養心館 有村優希 鈴木七海斗 関根総一郎 水澤遼紅

中学１年の部 梅澤颯汰 東橘中 渡邊匠眞 東橘中 松田康志 生田 堅林 弥 向丘 山田莉生 田上侑紀 伊豆原翔悟 矢澤雄人
中学２．３年の部 岩瀬陽太郎 星武館 土井滉次郎 桐光 藤平佑樹 塚越 五十嵐 輝 東高 木下史登 木村拓海 山田隼也 橋本充規
中女１年の部 斎藤美咲 田島 斎藤咲良 田島 白石祈未 宮田 関口和果 宮崎
中女２．３年の部 佐々木 初 川中 児玉杏音 西中 藤平珠樹 富士 北川知佳 富士
高男１年の部 三改木宏旺 桐光 尾高洋平 川総 小松拓海 桐光 飯田直嗣 桐光
高男２・３年の部 新垣隆太 星武館 矢田智也 桐光 伊藤正成 桐光 小林陸人 橘高
高女子の段の部 梶井ももか 生田 大野花織 桐光 安村美優 新城 中澤由奈 新城
一般男子３段以下の部 相川 浩 之会 広瀬大輔 宮田 森 雄一 之会 濱 弘幸 修道
一般男子４段以上の部 宮本龍介 西三 淋 慎一郎 菅生 濱野治彦 星武館 宮田康範 宮田
一般女子の部 斎藤美貴 剣誠 北川圭子 遊心 黒木ゆかり 剣桜 渡邊由香 宮田
四者対抗団体 警察 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
28 小学１年の部 岩瀬晶子 向剣 五ノ井 晃 御幸 富永琢水 御幸 秋山瑛太 御幸
年 小学２年の部 秋庭 湧 御幸 松村 尊 向剣 関口結和 宮田 佐々木 亮 田島
11 小学３年の部 原科公輔 御幸 川橋大飛 之会 餅田晴也 下沼部 伴 恵太 御幸
月 小学４年の部 二見 養心館 石原和桜 宮田 進藤陽菜 養心館 山本凌大 養心館
20 小学５年の部 外崎心人 御幸 治田啓之 石堂 伊豆本大和 下沼部 大内陽樹 明倫 五十嵐雄 竹間光輝 川添啓太郎 平林鴻ノ助
日 小学６年の部 佐々木 貫 大師 丸山虎哲 宮前 深川佳亮 剣桜 佐々木夏見 養心館 斎藤 陸 大林竜大 加藤莉子 鈴木ひなの

中男１年の部 上野結生 田島 志賀一仁 桐光 関根総一郎 幸警 木村涼雅 幸警 木村直太 松本瑞樹 大久保昇悟 加藤 然
中男２．３年の部 山田隼也 桐光 岩瀬陽太郎 星武館 遊佐天徳 塚越 川井元太 宮前 松尾健登 内田開斗 村上 遼 木村拓海
中女１年の部 田中ひなた 宮前 島田菜那 富士見 清水彩花 西中 上林 凛 長沢
中女２．３年の部 北川知佳 富士見 中洞千那 川中 岸本美空 川中 藤原珠樹 富士見

場所 とどろきアリー
敢闘賞



高男１年の部 久間倉啓太 川総 宮澤啓斗 川工 玉井利樹 桐光 楠本晃太 桐光
高男２・３年の部 水澤玲弥 剣誠 坂口 慎 桐光 飯田直継 桐光 大塚 修 桐光
高女子の段の部 野村麻衣 橘高 丸山瑞樹 桐光 伊藤優里 桐光 鈴木沙羅 麻生
一般男子３段以下の部 杉内幸輝 かもめ 永井啓介 剣桜 池上貴政 遊心 日森 裕 清明
一般男子４段以上の部 飯泉弘行 養心館 小林隼人 剣誠 濱野治彦 星武館 福本 岳 聖マリ
一般女子の部 木村七海 宮田 黒木ゆかり 剣桜 中野千尋 清明 渡邊咲陽子 聖マリ
四者対抗団体 警察 教職員

開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
29 小学１年の部 秋山瑛太 御幸 竹間愛夏 宮田 川村悠叶 御幸 富永琢水 御幸
年 小学２年の部 五ノ井晃 御幸 神田将太朗 菅生 川本伊織 菅生 安井歓種 宮田
11 小学３年の部 秋庭 湧 御幸 二見皓大 養心館 斎藤大貴 田島 石塚朱時 菅生
月 小学４年の部 中山航平 養心館 西田晴一 香林 渡邊 蓮 石堂 原科公輔 御幸
23 小学５年の部 石原和桜 宮田 岸本建斗 御幸 宮島太陽 長沢 梅澤慶悟 菅生
日 小学６年の部 外崎心人 御幸 小野果蓮 宮田 大嶋 剣桜 織茂 陽 御幸

中男１年の部 野治昴希 桐光 深川佳亮 剣桜 菅野信治 下沼部 佐々木貫 川中 川崎虎太郎 瀬戸悠太 阿部 将 大林竜大
中男２年の部 橘田龍輝 田島 水澤遼紅 塚越 小林龍実 塚越 上原拓己 平間 加藤 然 加藤龍一 上甲大誠 木村涼雅
中男３年の部 久川泰史 剣誠 鈴木悠真 遊心 北山海叶 川中 龍野功輝 桝形
中女１年の部 北舘里帆 剣桜 谷川亜沙美 川中 矢澤春華 生田 日影琴音 塚越
中女２年の部 望月千夏子 剣桜 小西茉奈 川中 清水彩花 西中 武藤日向 田島
中女３年の部 斎藤美咲 田島 岸本美空 川中 山根萌々子 川中 中洞千那 川中
一般男子３段以下 市川剛大 聖マリ 日森 裕 清明 豊饒光久 宮前 田島勇貴 剣桜
一般男子４段以上の部 河合貴之 欅友 栁 勇太 小田 横山大忠 秀武 斎藤凌篤 宮田
一般女３段以下 遠藤紘香 桐光 三好結万 高津 下坂桂子 之会 福原杏奈 高津
一般女４段以上 渕 愛美 御幸 溝呂木楠奈子 幸警 黒木ゆかり 剣桜 小林沖枝 剣誠
四者対抗団体 第二機動隊 教職員

場所 カルッツかわさき
敢闘賞



開催日
平成 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属
30 小学１年の部 武藤圭希 小田剣 戸崎光優 遊心会 芝地優敏 遊心会 川野桂一朗 遊心会
年 小学２年の部 秋山瑛太 御幸 大音敦史 宮田 岡本陽太 剣誠会 木村直哉 小田剣
11 小学３年の部 岩瀬晶子 星武館 布施琥太郎 菅生剣 諸星 愛 遊心会 木村常道 川少剣
月 小学４年の部 秋庭 湧 川少剣 新井 蓮 田島剣 津田凪斗 石堂 加藤瑠奈 菅生剣
25 小学５年の部 垣井昭太郎 御幸 徳永結衣 柿生剣 原科公輔 御幸 伴 恵太 柿生剣
日 小学６年の部 二見優成 養心館 梅澤慶悟 菅生剣 山本凌大 養心館 進藤陽菜 養心館

中男１年の部 五十嵐雄 東高津中竹間光輝 橘中 馬場大政 南生田 寺澤 諒 麻生中 金嶋恭吾 伊豆本大和 菌部昌弘 永島 准
中男２・３年の部 阿部 将 御幸 矢野太一 遊心会 伊豆武蔵 御幸 土屋優輝 修道館 大林竜大 木村涼雅 遠藤大樹 山本竜士
中女１年の部 垣井さくら 御幸 小野果蓮 向丘中 石原花和子 宮田 小山遥奈 塚越中
中女２・３年の部 清水彩花 西中原 谷川亜沙美 川中島 日影絢音 塚越 神作有美 向丘
男子３段以下 鈴木玲音 桐光 田中祥丸 桐光 小野 将 桐光 佐藤 匠 桐光
男子４・５段の部 栁 勇太 小田剣 河合貴之 欅友 井村俊介 川崎消防 山崎玉一郎 欅友
女子３段以下の部 中洞千那 大師剣 清水奈緒 御幸 平優季 東芝
女子４・５段の部 木村七海 宮田 中野千尋 清明館
四者対抗団体 教職員 警察

開催日
令和 試合種目 優勝  所属 準優勝 所属 3位   所属 3位 所属 敢闘賞
元 小学１年の部 二見 剣心 養心館 越後貫りお 御幸剣友会 角谷 太誠 御幸剣友会 窪山 緑泰 菅生剣友会 金川 将大 淋 眞子 伊藤 琉衣 永田 悠菜
年 小学２年の部 富永 琢水 御幸剣友会 田中啓士朗 遊心会 山崎 哩功 御幸剣友会 戸崎 光優 遊心会 武藤 圭希 山崎 涼介 小宮 颯介 高久田大華
11 小学３年の部 竹間 愛夏 宮田道場 田中 菜子 宮田道場 雫石 悠允 柿生剣友会 秋山 瑛太 御幸剣友会 大音 敦史 広末 櫂 松脇さくら 山田 索

月 小学４年の部 岩瀬 晶子 星武館 木村 常道 川崎少年剣
友クラブ

武藤 理希 小田剣心会 木村 亮仁 遊心会 山崎 咲穂 武田 紗英 布施虎太郎 清水 悠太

24 小学５年の部 秋庭 湧 御幸剣友会 富永 千晴 御幸剣友会 堀 響希 剣桜会 齋藤 大貴 田島剣友会 矢澤 綾香 三井 幹太 川添 穂敬 名倉 朋来
日 小学６年の部 中山 航平 養心館 川橋 大飛 之久会 伴 恵太 御幸剣友会 愛川 遼 養心館 山本 愛衣 佐々木柊芽 柳 洋飛 戸崎 周優

場所 カルッツかわさき
敢闘賞

令和元年川崎市民秋季総合体育剣道大会      場所 カルッツかわさき



（日）中男１年の部 二見 優成 養心館 山本 凌大 金程中 望月 斗也 塚越中 梅津 慶悟 東高津中 東海林一輝 井上 寛永 大音 尊久 松本 和将
中男２、３年の部 尼岡 克紀 法政二中 矢野 太一 遊心会 野治 昴希 桐光学園 横井 魁秀 桐光学園 園部 昌宏 大林 竜大 岡田翔太郎 菅野 信治
中女１年の部 齋藤 杏梨 養心館 進藤 陽菜 養心館 鈴木 美結 金程中 木村 花恋 平間中 菅野 有彩 神田 舞美 谷川 春香 佐橋 瑠宝
中女２、３年の部 石原花和子 宮田道場 鎌田 彩愛 菅生中 片山 明梨 川中島中 井上 美羽 川中島中 海老原真優 馬込 恋乃 原 佳凜 國分 愛伽
男子３段以下の部 望月 亮佑 生田高 宮嶋 礼武 長沢剣道 細川 勇人 桐光学園 竪林 弥 桐光学園

男子４・５段の部 柳  勇太 消防局 北代 昌弘 清明館 岩渕 純人 御幸剣友会 伊豆本剛啓 御幸剣友会

一般女子の部 武藤 日向 高津高 藤原 珠樹 遊心会 藤井 莉織 剣誠会 齋藤 浩子 田島剣友会

四者対抗団体 警察 教職員 実業団 市役所




