
開催日
昭和 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
62 小学１年の部 須山雄三 石堂道場 八幡謙太郎 宮田道場 高橋真輔 宝道 内山勇太 藤友
年 小学２年の部 番家太郎 石堂道場 福井和久 石堂道場 石井謙二 臨港警察 栗田法正 養心館

6 小学３年の部 井上祐士 星武館 伊藤洋平 宝道 廣木睡 養心館 藤崎智浩 宮田道場

月 小学４年の部 坂下和稔 宮田道場 原　友和 宮田道場 金子秀玄 石堂道場 新野耕司 向剣友会
21 小学５年の部 五十嵐健太 静心会 原　清吾 宝道館 波入健二 臨海 金屋隼人 宮田道場
日 小学６年の部 岩見　務 養心館 茂木健太郎 宮田道場 上杉和也 石堂道場 遠藤　剛 香林

１２歳の部 遠藤賢一 口座 角田親永 宝道 沼前　拓 養心館 井田一大 御幸剣友会
１３歳の部 井上淳生 桐光学園 松原英樹 尚武館 橘田健司 田島 樋口洋希 稲田中学校
１４歳の部 垣井洋之 御幸剣友会 関山賢二 稲田中学校 諏訪光博 犬蔵中学校 相星哲哉 宮崎中学校
１５歳の部 河合謙靖 川崎 岩井信貴 稲剣 杉山裕司 陽和 飯島慎吾 稲田中学校
１６～１８歳の部 森島一機 石堂道場 渡邊弘之 石堂道場 中村　剛 宮田道場
１９～２５歳の部 野村博昭 日本鋼管 田中浩 養心館 青木一幸 尚武館 鶴間章生 養心館
中学女子の部 柴田　薫 西中原中学校 平麻衣子 宝道 田中美智子 稲田中学校 佐藤まゆみ 有馬中学校
高校女子の部 藤井みき 養心館 工藤智子 陽和 高野綾子 星武館 草野佐代子 洗足学園
一般女子の部 塘地ま代 養心館 星野敬子 星武館 鷲見みつ江 宝道 安田貴久乃 尚武館

開催日
平成 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
元 小学１年の部 関山亮平 養心館 高橋洋介 宮田道場 杉友勝太 田島 伊藤佳世子 川崎育成会
年 小学２年の部 高平　怜 御幸剣友会 吉成　剛 浅田剣友会 関山佳壽美 養心館 鈴木貴将 宮田道場
16 小学３年の部 石井優多 臨港警察 尾崎曉広 臨港警察 新妻稚史 幸道 宇野明訓 稲剣
月 小学４年の部 今井　寿 川島 表　方敏 御幸剣友会 森屋博昭 田島 田村彰宏 井田
18 小学５年の部 井上裕士 星武館 野口知秀 臨海 八幡剛志 宮田道場 藤崎智浩 宮田道場
日 小学６年の部 木村常昭 川剣 塘地尚子 養心館 長沢建一郎 浅田剣 金子　正 星武館

中学１年の部 照井大輔 東橘中学校 山口信太朗 橘中学校 金屋隼人 橘中学校 浅原宏明 橘中学校
中学２年の部 岩見　務 稲田中学校 櫻井　寛 川中島中学校 毛利貴之 宮前中学校 中西勝利 御幸剣友会
中学３年の部 遠藤賢一 金程中学校 沼前　拓 稲田中学校 堀内将也 桐光中学校 大宮直哉 桐光中学校
中学女子の部 渡辺晴子 宮田道場 関口さち子 宮田道場 清水恵津子 大師中学校 佐々木美絵 長沢中学校
高校男子の部 赤星　勉 浅田剣 上村義浩 川崎商業 押山美雄 向剣友会 山口浩司 臨港警察
高校女子の部 大久保香利 御幸剣友会 松前有希子 百合丘高校 能浦珠真 百合丘高校 古谷眞裕美 川崎商業
一般女子の部 塘地ま代 養心館 田辺静江 養心館 小笠原圭子 雄剣 廣木廣子 養心館
一般男子の部 鈴木誠二 宮田道場 関　拓也 養心館 金子裕一郎 養心館 田中浩 養心館

川崎市制記念剣道大会

市制　６３　周年大会　　　場所　

優勝 準優勝 ３位 ３位
種目

市制６５周年市民剣道大会　　　場所　川崎市体育館

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



開催日
平成 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
4 ７歳の部の部 石川亮太 向剣友会 佐藤淳也 向剣友会 川田英一 臨海 小野寺朱里 幸育成会
年 ８歳の部の部 井村俊介 石堂道場 菅原幸導 小心 金子浩之 石堂道場 原田　研 幸クラブ
7 ９歳の部の部 関山亮平 養心館 小巻真隆 浅田剣友会 溝口善女 市ノ坪 岩谷英樹 浅田剣友会
月 １０歳の部の部 鈴木貴将 宮田道場 原　祥章 明倫館道場 鈴木智美 宮田道場 金子義孝 田島
5 １１歳の部の部 新井康司 向剣友会 大西隼人 養心館 須山雄三 石堂道場 高平　怜 御幸剣友会
日 １２歳の部の部 山本雅之 渡田中学校 井村隆太 石堂道場 大富奉哲 向剣友会 斎藤直行 養誠館

１３歳の部 若林卓也 桐光学園 吉野真往 剣志会 森屋博昭 渡田中学校 大牧健二 橘中学校
１４歳の部 鈴木　卓 野川中学校 関口央志 宮田道場 月岡輝行 御幸剣友会 木村常昭 川少剣
１５歳の部 保木正和 星武館 井田健太郎 陽和 日野原　昇 星武館 宮田良介 金程中学校
１６歳の部 中川健太 星武館 仲島照晃 田島中学校 英　大介 百合丘高校 大野　彰 御幸剣友会
１７歳の部 櫻井　寛 田島中学校 保木義弘 星武館 渡邊裕之 向剣友会 植松　真 御幸剣友会
１８～２５歳の部 竹田信明 石堂道場 佐藤清人 御幸剣友会 高野　哲 養心館 井田淳也 養心館
中学女子の部 塘地尚子 稲田中学校 若山康子 生田中学校 小池智美 御幸剣友会 鷹箸里沙 橘中学校
高校女子の部 渡邊晴子 宮田道場 横引亜矢 百合丘高校 和田真紀 南高校 長島あすか 南高校
一般女子の部 佐々木明美 養心館 大久保香利 御幸剣友会 寺澤三起子 下沼部剣友会 反町智恵子 宮田道場

開催日 優勝 準優勝 ３位 ３位
平成 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
5 ７歳の部の部 鈴木浩晃 御幸剣友会 中村将輝 向剣友会 じゅん侃学 臨海 桑子英里 平間
年 ８歳の部の部 今鷹　粋 剣志 小野寺朱里 青育 池田卓規 剣志 原　寛明 宮田道場
7 ９歳の部の部 井村俊介 石堂道場 佐良土賢樹 石堂道場 菅原幸導 小田 鷹箸清司 宮田道場
月 １０歳の部の部 為我井直人 石堂道場 小巻真隆 浅田 高橋洋介 宮田道場 関山亮平 養心館
4 １１歳の部の部 鈴木貴将 宮田道場 引地直人 宮警剣友会 渡邊裕美 宮警剣友会 原　祥章 明倫館
日 １２歳の部の部 新井康司 向剣友会 岩谷和樹 浅田剣友会 鈴木　豊 宮警剣友会 林　和央 宮警剣友会

１３歳の部 橋本威一郎 稲田中学校 中野真英 平中学校 山本雅之 田島 井上庸祐 橘中学校
１４歳の部 吉野真往 剣志 表　方敏 御幸剣友会 若林卓也 桐光学園 佐藤雅洋 ゆ会
１５歳の部 鈴木　卓 宮田道場 小宮義実 星武館 大富宗哲 向剣友会 藤崎智浩 橘中学校
１６歳の部 増田博司 宮田道場 保木正和 星武館 鷹箸　亮 宮田道場 金子　正 星武館
１７歳の部 岩見　務 養心館 大野　彰 御幸剣友会 大場好一 藤真 森尾昌氏 井田
１８・１９歳の部 櫻井　寛 田島 月岡寛介 御幸剣友会
中学女子の部 櫻井亜紀 宮田道場 鷹箸里沙 橘中学校 田辺浩子 田島 桐明美子 御幸剣友会
高校女子の部 渡邊晴子 百合丘高校 渡邊侑世 御幸剣友会 桐明祐子 御幸剣友会 塘地尚子 養心館
一般女子の部 藤井みほ 養心館 佐々木明美 養心館 中村志歩 千代田ﾌﾟﾛﾃｯｩ大久保香利 御幸剣友会
青年の部 井田淳也 養心館 横山一弥 星武館 高籏廣治 陽和 武田　徹 陽和

開催日
種目

優勝 準優勝 ３位 ３位

市制６９周年市民剣道大会　（兼・県青少年剣道大会予選会）　　場所　川崎市体育館

種目

市制７０周年市民剣道大会　　　場所　川崎市体育館

市制６８周年市民剣道大会　（兼・県青少年剣道大会予選会）　　場所　川崎市体育館

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



平成 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
6 ７歳の部の部 田中雄也 臨海 野本一良 石堂道場 篠原裕明 臨海 宮田伸也 多摩
年 ８歳の部の部 稲葉美穂 養心館 鈴木浩晃 御幸剣友会 宮田康範 宮田道場 表　香菜江 御幸剣友会
7 ９歳の部の部 今鷹　粋 剣志 土屋旬平 宮少剣 堀江尚未 石堂道場 岩谷幸恵 浅田剣友会
月 １０歳の部の部 金子浩之 石堂道場 佐良土賢樹 石堂道場 阿部祐治 臨港 中村充俊 宮少剣
3 １１歳の部の部 為我井直人 石堂道場 鈴木智美 宮田道場 平山克海 宮少剣 猿樂信幸 石堂道場
日 １２歳の部の部 引地直人 之久会 森山隆司 多摩 矢野龍典 之久会 川口源太郎 稲田

１３歳の部 新井康司 向剣友会 鈴木　豊 之久会 岩谷和樹 浅田剣友会 木村健太 橘中学校
１４歳の部 中野真英 平中学校 今井　寿 石堂道場 井下庸祐 橘中学校 関　一寛 御幸剣友会
１５歳の部 青木裕介 練成会 加藤大助 練成会 表　方敏 御幸剣友会 斎藤直行 養誠
１６歳の部 鈴木　卓 宮田道場 小宮義実 星武館 酒井雅人 練成会 宮崎貴通 浅田剣友会
１７・１８歳の部 阿部隆幸 練成会 鷹箸　亮 宮田道場 井田健太郎 陽和 鈴木繁将 宮田道場
青年の部（１９含む） 澤田修次 宮田道場 横山一弥 星武館 鈴木良保 養心館 佐藤清人 御幸剣友会
中学女子の部 高井芙美 稲田中学校 桐明若子 御幸剣友会 亀井聖乃 日本女子大中 植田恵子 川中島中
高校・一般女子の部 武井　香 御幸剣友会 若山康子 高津高校 新飯田理恵 練成会 鷹箸里沙 宮田道場

開催日
平成 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
7 小学低学年の部 野本一良 石堂道場 景山貴一 小田剣心会 田中貴文 養心館 篠原裕明 臨海剣
年 小学高学年の部 新堀智也 宮少剣 清野一巳 養心館 中村充俊 宮少剣 坂本和則 石堂道場
7 中学生男子の部 高平　怜 御幸剣友会 石井優多 川中島中 森山隆司 桝形中学校 青木俊輔 菅生剣友会
月 中学女子の部 鈴木智美 宮田道場 上田悦子 御幸剣友会 小野寺真由美 幸育成会 関口かおり 宮田道場
2 高校生男子の部 小比賀　亮 橘高校 鷹箸　亮 百合丘高校 阿部隆幸 星武館 井上裕士 橘高校
日 高校生女子の部 鷹箸里沙 橘高校 佐々木浩子 橘高校 阿部いずみ 橘高校 佐藤結香 橘高校

一般男子の部 田中浩 養心館 大津慎一郎 養心館 軽部美好 川崎育成会 山口高志 星武館
一般女子の部 藤井みほ 養心館 佐々木明美 養心館 柴田智子 小倉 関口さちこ 宮田道場

開催日
平成
8 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学生低学年の部 屋宮京将 小田剣心会 稲葉崇将 養心館 吉野将志 臨港警察 安藤健太 剣桜会
7 小学生高学年の部 土屋旬平 宮少剣 鷹箸清司 宮田道場 足立和哉 養心館 天内勇樹 宮田道場
月 中学生男子の部 高平　怜 御幸剣友会 秋山聡士 石堂道場 中野真介 平中学校 矢野龍典 有馬中学校
14 中学生女子の部 高山志津 砂子 折坂紫帆 稲田中学校 堀口奈々 川崎育成会 菅原由子 向剣友会
日 高校生男子の部 小宮義実 星武館 井下庸介 宮田道場 今井　寿 橘高校 栗田法正 百合丘高校

高校生女子の部 鷹箸里沙 橘高校 高井芙美 百合丘高校 田辺浩子 百合丘高校 吉田真枝 橘高校
一般男子の部 大庭正祐 修道館 深見明人 小倉 青木　彰 砂子 田中浩 養心館
一般女子の部 藤井みほ 養心館 田中美智子 養心館 弓削徳子 個人
ねんりんピック 井上　栄 多摩区 樋川芳久 幸区

市制７１周年市民剣道大会　　　場所　川崎市体育館

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

種目

市制７２周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ
優勝 準優勝 ３位 ３位

種目



開催日
平成

9 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 石川達也 養心館 濱口克幸 臨海 中谷祐紀 石堂道場 中村文則 之久会
6
月
29

日 太田　桂 之久会 天内勇樹 宮田道場 鈴木直樹 養心館 広瀬裕一 宮田道場

青木俊輔 宮前平 白石稔雄 向中 猿楽信幸 石堂道場 鈴木　悟 南加瀬

鈴木智美 宮崎 會田幸子 稲田中学校 渡辺　睦 稲田中学校 山口いずみ 橘中学校

高校生男子の部 巻島　功 新城高校 笹原豊久 新城高校 瀬戸口芳和 多摩 加藤修一 星武館
高校生女子の部 高山志津 砂子 亀井聖乃 日本女子大 黒田瑞江 日本女子大 渡辺　愛 日本女子大
一般男子の部 田中　浩 養心館 宇都宮裕司 市役所 小幡健太郎 井田 高杉公児 陽和
一般女子の部 藤井みほ 養心館 田中美智子 養心館 名雪あかね 千代田ﾌﾟﾛﾃｯｩ荻野純子 ｾﾝﾄﾗﾙ千代田

開催日
平成
10 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 宮嶋慎也 臨海剣友会 宮里優希 臨港 柳　勇太 小田 根本紘志 井田
7 小学３・４年の部 広瀬大輔 宮田道場 柳沼　結 宮田道場 堀江亮輔 石堂道場 溝口翔太 星武館
月 小学５・６年の部 天内勇樹 宮田道場 田中雄也 臨海 新屋春奈 浅田 杉田匡 剣桜会

5 中学生男子の部 太田　桂 向丘中学校 井村俊介 石堂道場 早坂征人 剣桜会 堀江俊彰 石堂道場

日 中学生女子の部 田村福子 浅田 澤口由起 平間中学校 川野由佳 井田 新田朋子 南加瀬
高校生男子の部 武藤英治 橘高校 川口裕介 橘高校 柳瀬雅亜明 橘高校 秋山聡士 石堂道場
高校生女子の部 大串真由美 橘高校 成田美保 橘高校 佐々木貴子 橘高校 森山望美 橘高校
一般男子の部 佐藤勝彦 ｾﾝﾄﾗﾙ千代田 大津慎一郎 養心館 黒田武士 ｾﾝﾄﾗﾙ千代田田中　浩 養心館
一般女子の部 田中美智子 養心館 下山綾子 ｾﾝﾄﾗﾙ千代田 小田みどり 菅生剣友会 名雪あかね 千代田ﾌﾟﾛﾃｯｩ

開催日
平成

小学生高学年の部

市制７７周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

中学生男子の部

市制７４周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝

小学生低学年の部

市制７３周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

準優勝 ３位 ３位

中学生女子の部



13 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 阿部美洸 個人 秋山亮太 小田 飯島翔吾 小田 赤木俊輝 星武館
7 小学３・４年の部 前田恭兵 個人 高橋和明 之久会 坪井瑞穂 中原 赤木拓人 星武館
月 小学５・６年の部 中村文則 之久会 柳　勇太 小田 斎藤結佳 之久会 中澤勇貴 石堂道場
29 中学生男子の部 生江大介 石堂道場 吹野翔太 宮前 大熊織雄 京町 宮崎大樹 宮崎
日 中学生女子の部 雪山穂波 稲田中学校 香川朝美 富士見中学校 加藤幸恵 中野島 新屋春奈 宮崎

高校生男子の部 池田忠康 宮田道場 鷹箸清司 宮田道場 早津寿勝 柿生西高校 中道侑二 柿生西高校
高校生女子の部 會田智子 養心館 清水未織 L.A 田村幸子 L.A 図師祐子 平
一般男子の部 石飛直人 NEC 田中一明 下沼部剣友会 佐藤清仁 御幸剣友会 水成基之 武蔵
一般女子の部 田中美智子 養心館 大串真由美 石堂道場 木山順子 養心館 小野苗子 西生田

開催日
平成
14 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 佐藤夏子 浅田 浅原美砂 宮田道場 櫻井康栄 藤崎 吉田　翼 剣誠会
8 小学３・４年の部 阿部美洸 剣誠 庄司浩紀 井田 水澤智弥 剣誠 菅野翔樹 之久会
月 小学５・６年の部 栁　勇太 小田 根本紘志 井田 箕輪　雄 明倫館 石井僚 向剣友会
11 中学生男子の部 張替数麻 南加瀬 地主竜裕 稲田中学校 中村文則 宮前平 張替　武 御幸剣友会
日 中学生女子の部 関　弥佳 野川中学校 中居理恵子 之久会 稲葉友里恵 稲田中学校 斎藤未帆 南加瀬

高校生男子の部 斉藤清一郎 新城高校 中村浩志 柿生西高校 生江大介 石堂道場 葵　　裕 石堂道場
高校生女子の部 原　香織 新城高校 深町富美子 新城高校 寺内未織 百合丘高校 新井利恵 柿生西高校
一般男子の部 佐藤清仁 御幸剣友会 宮田達也 宮田道場 井下庸祐 遊心会 田中一明 下沼部剣友会
一般女子の部 田中美智子 養心館 下沢晴美 剣雄会 我孫子美樹 剣雄会 寺澤三起子 下沼部剣友会

開催日
平成
15 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 池田昌樹 宮田道場 熊川竜之介 井田剣 柿崎真央 宮田道場 新海航哉 之久会
7 小学３・４年の部 秋山亮太 小田 飯島翔吾 小田 西垣内俊裕 剣誠会 柿崎水優 宮田道場
月 小学５・６年の部 高橋和明 之久会 阿部基輝 剣誠会 善波祐介 之久会 大野翔太朗 剣桜会
13 中学生男子の部 平山航大 宮前 鈴木　僚 向丘中学校 張替　武 御幸剣友会 中村文則 宮前平
日 中学生女子の部 柳沼　結 宮田道場 小田切　尋 中道 越智絢子 之久会 三改木麻衣 星武館

高校生男子の部 永島和宜 柿生西高校 中島　優 修道館 宮田康範 宮田道場 田中貴文 星武館
高校生女子の部 井上早織 橘高校 會田智子 養心館 亀掛川亜耶 橘高校 安彦琴美 橘高校
一般男子の部 佐藤清仁 御幸剣友会 宮田達也 宮田道場 高木裕史 御幸剣友会 高平　怜 御幸剣友会
一般女子の部 田中美智子 養心館 下沢春美 剣雄会 寺澤三起子 下沼部剣友会 木村かおる 宮田道場

開催日
平成
16 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 柿崎真央 宮田道場 周藤　希 臨海 高根沢光 宮田道場 木村　翔 宮田道場

種目

市制７９周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制７８周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８０周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



7 小学３・４年の部 沼澤啓太 剣誠会 錦野ひかり 井田 吉田　翼 剣誠会 斉藤大士 剣誠会
月 小学５・６年の部 水澤智弥 剣誠会 小林隼人 剣誠会 阿部美洸 剣誠会 若尾俊次 之久会
18 中学生男子の部 錦野敬二郎 井田 周藤直道 星武館 高橋和明 之久会 萩原裕一 之久会
日 中学生女子の部 上野真末 川中島 中川小春 川中島 太田恵美子 洗足学園 田中由佳莉 川中島

高校生男子の部 佐野　玲 麻生総合 山下　兼 法政高校 牧山幸太郎 橘高校 鶏冠井孝介 向の岡
高校生女子の部 阪本麻美 橘高校 吉田仁美 橘高校 柳沼　結 宮田道場 安彦琴美 橘高校
一般男子の部 井村俊介 石堂道場 鷹箸清司 宮田道場 阿部雅淑 向剣友会 佐藤清仁 御幸剣友会
一般女子の部 田中美智子 養心館 塘地尚子 養心館 田岡あゆみ 剣雄会 岡村知世 練誠会

開催日
平成
17 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 新海　準 之久会 藤原知志 明倫館 平佐田つくし 向剣友会 志和　樹 向丘
7 小学３・４年の部 山口大樹 之久会 飯島美雪 小田剣心会 佐藤勇気 光如 熊川竜之介 井田剣
月 小学５・６年の部 阿部美洸 剣誠会 秋山亮太 小田剣心会 佐藤夏子 臨海 西垣内俊裕 臨海
10 中学生男子の部 内山和重 富士見中 若尾邦浩 之久会 栁　勇太 田島 水澤智弥 塚越中学校
日 中学生女子の部 太田恵美子 洗足学園 中川小春 川中島 渕　愛美 御幸剣友会 樽見麗句 御幸剣友会

高校生男子の部 倉茂祐治 養心館 板垣竜之介 光如 福士光晃 之久会 神谷博成 川崎商業
高校生女子の部 飯島　遥 新城高校 鈴木晴香 麻生総合 河野華菜子 高津 山田由佳 麻生総合
一般男子の部 井村俊介 石堂道場 倉田文二 かもめ 田中一明 下沼部剣友会 佐原裕士 宮田道場
一般女子の部 二見美智子 養心館 塘地尚子 養心館 北條晶子 宮田道場 水野由紀子 宮田道場

開催日
平成

18 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 水澤玲弥 剣誠会 沼澤達充 剣誠会 西口真琴 御幸剣友会 佐藤千夏 臨海
7 小学３・４年の部 善波祥平 之久会 濱舘　遼 向剣友会 藤原知志 明倫館 平佐田つくし 向剣友会
月 小学５・６年の部 吉田　翼 剣誠会 沼澤啓太 剣誠会 鵜沼智広 石堂道場 斎藤美貴 剣誠会
23 中学生男子の部 石川隆二 稲田中学校 高橋和明 之久会 伊藤　峻 臨港 櫻井章文 富士見中
日 中学生女子の部 阿部美洸 塚越中学校 岩田　希 洗足学園 小池愛美 桐光 佐藤千紘 長沢中学校

高校生男子の部 桝　勇太 小田 溝口翔太 法政高校 中庭貴洋 桐光 中原優平 麻生総合
高校生女子の部 山田由佳 麻生総合 斎藤祐佳 麻生総合 杉山織愛 麻生総合 鈴木晴香 麻生総合
一般男子の部 倉田分二 かもめ 田中一明 下沼部剣友会 横山昌弘 かもめ 後山貴史 練誠会
一般女子の部 渡辺未来 宮崎 北條晶子 宮田道場 大谷　純 剣雄会 水野由紀子 宮田道場

開催日
平成
19 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学１・２年の部 尾花寛哉 之久会 小倉優人 剣誠 南波賢人 御幸剣友会 佐藤　蓮 養誠
7 小学３・４年の部 濱舘　遼 向剣友会 水澤玲弥 剣誠 平尾貴彦 向剣友会 木村七海 宮田道場
月 小学５・６年の部 岡田昌大 宮田道場 木村　翔 宮田道場 菅原駿吾 明倫館 齋藤美貴 剣誠

市制８１周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８３周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８２周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



22 中学生男子の部 水澤智弥 塚越中学 鎌田晃志 富士見中学 山登俊輔 向丘中学 白銀孝匡 桐光中学
日 中学生女子の部 阿部美洸 塚越中学 水澤さくら 塚越中学 佐藤千紘 長沢中学 前田花子 稲田中学

高校生男子の部 張替　武 御幸剣友会 神田将弘 法政 赤木拓人 西武館 市村武士 法政
高校生女子の部 山崎瑤子 麻生総合 織田西季 麻生総合 杉山真理子 麻生総合 菊川絵梨香 麻生総合
一般男子の部 関　一寛 かもめ 渕　武蔵 御幸剣友会 倉田文二 かもめ 篠原真太郎 剣零
一般女子の部 水野由紀子 宮田道場 北条晶子 宮田道場 内藤子織 東芝 田岡あゆみ 御幸剣友会

開催日
平成
20 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 齋藤洋平 剣誠 西口友成 御幸剣友会 南波賢人 御幸剣友会 坂井綾真 宮田道場
7 小学中学年の部 水澤玲弥 剣誠 北山雄大 剣桜会 沼澤達充 剣誠 高橋萌美 明倫
月 小学高学年の部 森　理乃 麻生 濱舘　遼 向剣 武藤圭佑 宮田道場 國分　慎 剣桜会
20 中学生男子の部 會田保靖直 稲田中学校 大内祐貴 富士見中 沼澤啓太 塚越中学校 斎藤大士 塚越中学校
日 中学生女子の部 阿部美洸 塚越中学校 水澤さくら 塚越中学校 千田　知恵 橘中学校 浅原美砂 東橘中学校

高校生男子の部 栁　勇太 小田 野田雄平 法政高校 鈴木繁典 法政高校 赤木拓人 星武館
高校生女子の部 山崎瑤子 麻生 鈴木　優 麻生 矢島仁美 洗足学園 岩田　希 洗足学園
一般男子の部 角谷尚夫 京零会 飯泉弘行 養心館 姫野覚哉 宮田道場 濱野浩彦 かもめ
一般女子の部 酒井久美子 NEC 北條晶子 宮田道場 水野由紀子 宮田道場 山本享子 剣桜会

開催日
平成 種目 優勝 準優勝 ３位 ３位

21 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

年 小学低学年の部 西口知成 御幸剣友会 濱舘来希 向剣友会 櫻井寛人 宮田道場 坂井綾真 宮田道場

7 小学中学年の部 南波賢人 御幸剣友会 岸　勝幸 剣誠会 前田奏晟 明倫館 田上雅也 井田剣
月 小学高学年の部 伊藤謙剛 個人 濱舘　遼 向剣友会 木村七海 宮田道場 包坂知夫 向剣友会
19 中学生男子の部 加藤眞輝央 平中学校 岡田昌大 橘中学校 佐々木晃太 平間中学校
日 中学生女子の部 佐藤夏子 富士見中 浅原美砂 東橘中学校 小木瑞希 稲田中学校 佐藤優希 長沢中学校

高校生男子の部 石川隆二 養心館 毎熊祥平 武蔵 山崎誠治 麻生総合 熊瀬　亮 法政高校
高校生女子の部 鈴木　優 根本千裕 井田剣 伊藤麗美 養心館 尾形ゆかり 洗足学園
一般男子の部 飯泉弘行 養心館 阿部公揮 之久会 田口嘉晃 かもめ 宮田康範 宮田道場
一般女子の部 垣井ゆき 酒井久美子 富樫ふみ 養心館 黒木ゆかり 剣桜会

開催日
平成
22 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 濱舘来希 向剣友会 水澤遥紅 剣誠 永田晴采 光如 中山侑也 宮田道場

7 小学中学年の部 南波賢人 御幸剣友会 齋藤洋平 剣誠 田中智貴 養心館 安徳颯人 剣桜会

月 小学高学年の部 沼澤達充 剣誠会 水澤玲弥 剣誠会 佐藤千夏 臨海剣友会 櫻井　翼 幸警察
18 中学生男子の部 伊藤謙剛 桐光 本多龍之介 稲田中学校 日森　裕 清明 伊藤雄哲 桐光

市制８５周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

市制８４周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８６周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



日 中学生女子の部 西川友紀子 宮田道場 飯島美雪 小田 大柴百合絵 菅中学校 倉茂史果 稲田中学校

高校生男子の部 熊瀬　亮 法政高校 佐野真一 法政高校 宮　祐平 法政高校 沼澤啓太 川崎総合高校

高校生女子の部 有田瑛美 剣誠会 四宮慶乃 麻生総合 山口　瑛 麻生総合 信國杏奈 高剣
一般男子の部 栁　勇太 小田剣 鬼頭　智 ｼｰｶﾞﾙ 斎藤新作 かもめ 西山健一 菅生剣友会
一般女子の部 渕　愛美 御幸剣友会 垣井ゆき 御幸剣友会 小野珠代 宮田道場 北條晶子 宮田道場

開催日
平成
23 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 望月千夏子 剣桜会 阪本大騎 養心館 岸本彩花音 御幸剣友会 棚橋亮太 宮田道場
7 小学中学年の部 久川泰史 剣誠会 福嶋陸弥 剣桜会 藤平祐樹 幸警察 井上典哉 幸警察

月 小学高学年の部 南波賢人 御幸剣友会 佐藤　蓮 養誠 岸　勝幸 剣誠会 三改木宏旺 星武館

17 中学生男子の部 木村　翔 東橘中学校 濱舘　遼 富士見中 大川剣真 向丘中 沼澤達充 橘中学校
日 中学生女子の部 周藤　希 川中島中 木村七海 東橘中学校 吉岡瑞季 稲田中学校 黒木　麗 菅中学校

高校生男子の部 大町佳弘 新城高校 渡辺翔太 川崎総合高校 宮　祐平 法政高校 我妻孝樹 西高津
高校生女子の部 水沢さくら 剣誠会 斎藤美貴 剣誠会 有田瑛美 剣誠会 大柴百合絵 麻生
一般男子の部 宮田達也 宮田道場 斎藤新作 菅生剣友会 宮田康範 宮田道場 栁　勇太 小田剣
一般女子の部 石田久美子 練誠会 北川圭子 遊心会 北條晶子 宮田道場 渕　愛美 御幸剣友会

開催日
平成
24 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 岸本匠人 御幸剣友会 阿部　将 御幸剣友会 深川佳亮 剣桜会 鈴木ひなの 剣桜会
7 小学中学年の部 久川泰史 剣誠会 宮入桜輔 石堂道場 岸本彩花音 御幸剣友会 濱舘来希 向剣友会

月 小学高学年の部 岩瀬陽太郎 向剣友会 斎藤洋平 剣誠会 南波賢人 御幸剣友会 坂井綾真 宮田道場

15 中学生男子の部 伊藤謙剛 桐光 多賀悠亮 井田剣 匂坂和矢 富士見中 吉田直也 向剣友会

日 中学生女子の部 平佐田つくし 富士見中 今西好海 西中原中 木村七海 東橘中学校 大堀夕季 富士見中

高校生男子の部 沼澤啓太 剣誠会 吉田　翼 剣誠会 稻留悠太 宮田道場 小林直貴 川崎総合高校

高校生女子の部 大柴百合絵 麻生 斎藤美貴 剣誠会 深瀬　涼 御幸剣友会 稲垣侑希 新城高校

一般男子の部 島貫　航 かもめ 宮田達也 宮田道場 夛田尚史 かもめ 小林隼人 剣誠会

一般女子の部 阿部美洸 剣誠会 酒井久美子 NEC 水野由紀子 宮田道場 北條晶子 宮田道場

開催日
平成
25 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 垣井さくら 御幸剣友会 久保田青海 養誠 五十嵐　雄 宮田道場 大嶋　櫂 剣桜会
7 小学中学年の部 岸本彩花音 御幸剣友会 木村涼雅 剣誠会 望月千夏子 剣桜会 上原 田島
月 小学高学年の部 垣井くるみ 御幸剣友会 岩瀬陽太郎 向剣友会 久川泰史 剣誠会 藤平祐樹 幸警察
14 中学男子１年の部 斎藤洋平 塚越中学校 高木康生 塚越中学校 安徳颯人 剣桜会 佐藤涼平 石堂

市制８７周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８８周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制８９年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



日 中学男子２年の部 佐藤　蓮 養誠 佐藤勇一 井田 林　洸希 養心館 井口　覚 東橘中学校
中学男子３年の部 匂坂和夫 富士見中 宮路陵矢 橘中学校 藤原瑞樹 富士見中 沼澤達充 塚越中学校
中学女子１年の部 藤井莉織 塚越中学校 吉井汐愛 塚越中学校 石川柚乃 武蔵 鷹箸　恵 橘中学校
中学女子２年の部 野村麻衣 有馬 西麻由子 生田 柳下花織 稲田中学校 黒木　綾 菅中学校
中学女子３年の部 岡田華奈 東橘中学校 長岡彩香 中野島 膝舘アキナ 向丘中 安徳真奈 中野島
高校生男子の部 木村　翔 生田高校 阿部孝一 川崎総合高校 川崎　錬 川崎総合高校 武藤圭祐 川崎総合高校
高校生女子の部 新井　夢 橘高校 和仁琴音 麻生総合 田中美紀 橘高校 淡路屋美希 麻生総合
一般男子３段以下 松原圭治 之久会 原　則雄 西三 衣川恭平 西三 池田友哉 川信
一般男子４段以上 小坂武嗣 かもめ 栁　勇太 小田剣 笹川貴央 かもめ 岩船浩之 川信
一般女子の部 酒井久美子 NEC 根本千裕 井田剣 小林沖枝 剣誠会 阿部けい子 下沼部剣友会

開催日
平成
26 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 岸本建人 御幸剣友会 柴田育太郎 御幸剣友会 甚野友翔 御幸剣友会 垣井昭太郎 御幸剣友会
7 小学中学年の部 垣井さくら 御幸剣友会 阿部　将 御幸剣友会 矢野太一 遊心会 岸本匠人 御幸剣友会
月 小学高学年の部 久川泰史 剣誠会 上原拓己 田島 斎藤咲良 田島 濱舘来希 向剣友会
13 中学男子１年の部 岩瀬陽太郎 星武館 橋本　論 菅生剣友会 松本翔龍 川少 木村拓海 桐光
日 中学男子２年の部 南波賢人 御幸剣友会 久間倉啓太 橘中学校 斎藤洋平 塚越中学校 高木康生 塚越中学校

中学男子３年の部 小木洸希 養心館 佐藤　蓮 養誠 吹留　純 桝形中学校 佐藤勇一 井田中学

中学女子１年の部 北川知佳 富士見中 三好結万 橘中学校 坂口　華 養心館 日野　薫 剣桜会
中学女子２年の部 藤井莉織 塚越中学校 高椅佑佳 富士見中 堅林萌恵 向丘中 高野愛子 稲田中学校
中学女子３年の部 坂本由衣 養誠 野村麻衣 有馬中学校 鈴木沙羅 向丘中 柳下花織 養心館
高校生男子の部 繁田智明 桐光 滝口裕紀 法政高校 勾坂和矢 川崎総合高校 伊藤正成 桐光
高校生女子の部 木村七海 宮田道場 新井　夢 橘高校 梶井ももか 生田高校 長岡彩香 橘高校
一般男子３段以下 吉野哲雄 東芝 小泉飛馬 かもめ 溝口毅彦 NEC 衣川恭平 西三
一般男子４段以上 脇　嘉博 かもめ 栁　勇太 小田 高椅伸拓 かもめ 橋田弘平 欅友会
一般女子の部 阿部美洸 剣誠会 宮田晶子 宮田道場 小林敏美 NEC 酒井久美子 NEC

開催日
平成
27 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 垣井昭太郎 御幸剣友会 川橋大飛 野村麻衣 伴　恵太 御幸剣友会 高橋萌佳 養誠
7 小学中学年の部 垣井さくら 御幸剣友会 外崎心人 御幸剣友会 小野果蓮 宮田道場 二見優成 養心館
月 小学高学年の部 望月千夏子 剣桜会 橋田龍輝 田島 岸本匠人 御幸剣友会 飯島晃生 養心館
12 中学男子１年の部 久川泰史 剣誠会 鈴木　泰 西中 石橋賢一郎 観桜会 伊豆原祥梧 向丘中
日 中学男子２年の部 小野　将 橘中学校 大橋椋太 稲田中学校 福嶋陸弥 中野島 土井滉二郎 桐光

中学男子３年の部 南波賢人 御幸剣友会 高木康生 塚越中学校 大野陽登 塚越中学校 斎藤洋平 塚越中学校
中学女子１年の部 垣井くるみ 御幸剣友会 岸本美空 川中島中 中洞千那 川中島中 斎藤美咲 田島中学校
中学女子２年の部 坂口　華 稲田中学校 三好結万 橘中学校 佐々木　初 川中島中 藤原珠樹 富士見中
中学女子３年の部 千葉裕奈 向丘中 鷹箸　恵 橘中学校 吉井汐愛 塚越中学校 青木玲奈 西中

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制９１周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制９０周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ



高校生男子の部 岩部真知 桐光 大塚　修 桐光 匂坂和矢 川崎総合高校 阿部孝一 川崎総合高校
高校生女子の部 木村七海 宮田道場 長岡彩香 橘高校 今西好海 剣桜会 坂井美砂子 麻生高校
一般男子３段以下 吉野哲雄 東芝 大久保　哲 ｼｰｶﾞﾙ 長谷川康太 ｼｰｶﾞﾙ 高場啓一 之久会
一般男子４段以上 西垣内俊裕 かもめ 高橋伸拓 かもめ 室谷圭範 井田剣 橋田弘平 欅友会
一般女子の部 阿部美洸 剣誠会 斎藤美貴 剣誠 陣野叶恵 清明 北川圭子 遊心会

開催日
平成
28 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 秋庭　湧 御幸剣友会 斎藤大貴 田島 根岸幸平 小田剣 足立義史 高剣会
7 小学中学年の部 柴田育太郎 御幸剣友会 山本凌大 養心館 秋山友翔 御幸剣友会 岸本建人 御幸剣友会
月 小学高学年の部 外崎心人 御幸剣友会 垣井さくら 御幸剣友会 小野果蓮 宮田道場 進藤陽希 養心館
31 中学男子１年の部 橘田龍輝 田島中 上野結生 田島中 木村涼雅 塚越中学校 原科太一 塚越中学校

日 中学男子２年の部 濱舘来希 富士見中 下田晴睴 宮前中学校 吾孫子玄聖 之久会 鈴木悠真 遊心会

中学男子３年の部 岩瀬陽太郎 星武館 富田倫也 生田中学校 高松優太 菅生中学校 角屋伸治 御幸中学校
中学女子１年の部 小西茉奈 川中島中 田中ひなた 宮前中学校 中村心咲 桐光 島田菜那 富士見中
中学女子２年の部 垣井くるみ 御幸剣友会 関口和果 宮崎中学校 中洞千那 川中島中 匂坂百花 富士見中
中学女子３年の部 北川知佳 富士見中 佐々木　初 川中島中 岡崎胡季 富士見中 飯野愛侑子 平間中学校
高校生男子の部 大塚　修 桐光 藤原瑞樹 遊心会 中野雄基 川崎総合高校 塩田大真 桐光

高校生女子の部 丸山瑞樹 桐光 土屋麗香 東柿塾 中谷朱里 宮田道場 福原杏奈 高津高校
一般男子３段以下 日森　裕 清明館 松本眞八 菅生剣友会 岩淵純人 御幸剣友会 濱　弘幸 修道館
一般男子４段以上 栁　勇太 剣桜会 斎藤　徹 剣桜会 藍野健太 NEC 鈴木潔典 剣桜会
一般女子の部 渕　愛美 御幸剣友会 片山千春 菅生剣友会 斎藤美貴 剣誠会 根本千裕 井田剣

開催日
平成
29 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 五ノ井　晃 御幸剣友会 富永琢水 御幸剣友会 岩瀬晶子 向剣友会 高橋　光 多摩剣
7 小学中学年の部 垣井昭太郎 御幸剣友会 船引　希 高剣会 石堂玄蔵 石堂道場 川橋大飛 之久会
月 小学高学年の部 垣井さくら 御幸剣友会 外崎心人 御幸剣友会 岸本建人 御幸剣友会 柿川　奏 御幸剣友会
2 中学男子１年の部 阿部　将 御幸剣友会 深川佳亮 剣桜会 野治昴希 桐光 佐々木　貫 川中島中
日 中学男子２年の部 小林龍実 塚越中学校 水沢遼紅 塚越中学校 関根総一郎 幸警察 橘田龍輝 田島中

中学男子３年の部 伊豆原祥梧 向丘中 佐野正和 臨港中学校 石塚柊翠 桝形中学校 久川泰史 田島中
中学女子の部 斎藤美咲 田島中 斎藤咲良 田島中 中洞千那 川中島中 岸本美空 川中島中
高校生男子の部 斎藤洋平 剣誠会 藤原　鯨 桐光 土井滉次郎 桐光 宮嶋礼武 長沢剣
高校生女子の部 北川知佳 遊心会 遠藤絃香 桐光 臼井葉月 橘高校 伊藤優里 橘高校
一般男子３段以下 杉内幸輝 かもめ 高畠佑紀 かもめ 天沼　峻 練誠会 栁原泰士 かもめ
一般男子４段以上 田村太一 かもめ 吉賀大道 NEC 斎藤　徹 剣桜会 鷹箸　亮 宮田道場
一般女子の部 片山千春 菅生剣友会 木村七海 宮田道場 根本千裕 井田剣 伊藤美幸 秀武館

市制９２周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制９３周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



開催日
平成
30 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部 富永琢水 御幸剣友会 秋山瑛太 御幸剣友会 竹間愛夏 宮田道場 辻　雅人 之久会
7 小学中学年の部 秋庭　湧 御幸剣友会 富永千春 御幸剣友会 川添穂敬 麻生剣 越後貫　陸 御幸剣友会
月 小学高学年の部 二見優成 養心館 外川周志 小田剣 伊豆原啓介 宮前剣 柿川　奏 御幸剣友会
10 中学男子１年の部 外崎心人 御幸剣友会 安田倫太郎 金程中学校 永鳥誠士郎 中原中学校 原　昊大朗 桐光
日 中学男子２年の部 阿部　将 御幸剣友会 佐々木　貫 川中島中 岸本匠人 川中島中 瀬戸悠太 川崎中学校

中学男子３年の部 上野結生 田島中 橘田龍輝 田島中学校 水沢遼紅 塚越中学校 田上直樹 井田中学校
中学女子の部 小西茉奈 川中島中 根岸夏愛 稲田中学校 田中ひなた 宮前平中学校 日景琴音 塚越中学校
高校生男子の部 久川泰史 剣誠会 佐藤　匠 桐光 南波賢人 御幸剣友会 土井滉次郎 桐光
高校生女子の部 北川知佳 遊心会 関口和果 高津高校 藤原珠樹 高津高校 吉田朱海香 高津高校
一般男子３段以下 未改木宏旺 星武館 市川剛大 聖マリアンナ 尾崎一雄 消防局 尚原弘和 聖マリアンナ
一般男子４段以上 栁　勇太 小田剣 井村俊介 消防局 和田宜大 市役所 香取和貴 剣桜会
一般女子の部 渕　愛美 御幸剣友会 葛西真由美 剣桜会 木村七海 宮田道場 稲葉美貴 剣誠会

開催日

令和

元 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

年 小学低学年の部 富永琢水 御幸剣友会 田中哲士郎 遊心会 戸崎光優 遊心会 込江海翔 藤崎剣友会
7 小学中学年の部 岩谷栄汰 小田剣心会 木村直哉 小田剣心会 川本伊織 菅生剣友会 諸星　愛 遊心会
月 小学高学年の部 垣井昭太郎 御幸剣友会 原科公輔 御幸剣友会 伴　恵太 御幸剣友会 秋庭　湧 御幸剣友会
21 中学男子１年の部 井上寛永 桐光中 伊豆原啓介 向丘中 柿川　奏 塚越中 松井幹太 向丘中
日 中学男子２年の部 原　昊太郎 桐光中 五十嵐　雄 東高津中 岡田翔太郎 宮崎中 山岸優一郎 稲田中

中学男子３年の部 野治昻希 桐光中 深川佳亮 中野島中 阿部　将 御幸剣友会 平野　駿 金程中
中学女子の部 小野果蓮 向丘中 國分愛伽 中野島中 佐野日香 桐光中 井上美羽 川中島中
高校生男子の部 久川泰史 剣誠会 小野　将 桐光 細川優人 桐光 大森碧斗 桐光
高校生女子の部 北川知佳 遊心会 藤原珠樹 遊心会 工藤　聖 星武館 竹崎未鈴 生田高校
一般男子３段以下 山口寛仁 聖医大 飯田秀輝 聖医大 岩貞正樹 修道館 加藤高之 欅友会
一般男子４段以上 小林隼人 剣誠会 川合貴之 欅友会 柳　勇太 小田剣心会 鈴木潔典 剣桜会
一般女子の部 伊達直紀 JFE 土屋麗香 修道館 木村七海 宮田道場 大川千明 秀武館

開催日
令和
2 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部

小学中学年の部

市制９５周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

市制９４周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

市制９６周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位



月 小学高学年の部
中学男子１年の部

日 中学男子２年の部
中学男子３年の部
中学女子１年の部
中学女子２年の部
中学女子３年の部
高校生男子の部
高校生女子の部
一般男子３段以下
一般男子４段以上
一般女子の部

開催日
令和
3 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
年 小学低学年の部

小学中学年の部
月 小学高学年の部

中学男子１年の部
日 中学男子２年の部

中学男子３年の部
中学女子１年の部
中学女子２年の部
中学女子３年の部
高校生男子の部
高校生女子の部
一般男子３段以下
一般男子４段以上
一般女子の部

市制９７周年市民剣道大会　場所　とどろきアリーナ

種目
優勝 準優勝 ３位 ３位





山川浩司 吉野友幸 福沢研一 本多晃志
賀茂小百合 義原綾乃 芳賀譲 鈴木武蔵
神倉貴広 相沢　学 柳沼雄一 山口いづみ

引地直人 加藤大作 了戒有信 田辺毅嗣
佐藤信也 大串真由美中村恵美 佐藤

佐藤光正 片岡健太 北條晶子 森田　衛
岩谷幸恵 横山雄輝 石川
鈴木武蔵 宮田悠平 坂本恵介 守谷直樹
信武裕介 太田建一 堀江俊彰 関　拓也
井上正開 金子義孝 桑子智之 関山佳寿子

敢闘賞

敢闘賞



足立一樹 蓑和健太郎 花岡総太 柳　司
広瀬裕一 神倉茂樹 中村　亮 森田　衛
北村加奈子矢野勇作 水野由紀子有馬広人
井上　梓 足立和哉 宮田達也 廣谷雅淑
柳沼雄一 鈴木純一 荒井甲太 小巻真隆

杉田　匡 池田裕幸 高橋健太 原　大士
山口いずみ 井村俊介 松村　勇 山崎照将
白石稔雄 中野真英 井村相哲 岩村和樹
小太刀恵美 足立奈津子 吉村由美 塩田　綾

広瀬大輔 斎藤茂樹 中村　晃 中村文則
小森鉄平 広瀬裕一 天内達哉 鈴木浩晃
山口隼人 守田康平 岩谷和樹 細川修平
山口いずみ足立奈津子 西塚愉美 鈴木智美

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



渡邊昭仁 三上幸紀 高木綾香 柳沼　結

坂井雅史 堀江亮輔 関　一真 末木真一郎

木島拓也 中原優平 溝口翔太 小口雄士

田村福子 藤城篤史 新井なつみ 水野由紀子

竹内英太郎 篠田祐貴 稲葉美穂 森山智美
宮田康範 佐藤光正 じゅん侃学 鈴木浩晃

田口晋也 井村俊介 矢野龍典 川添満秀

鷹箸清司 秋山聡士 橋野喜也 守田康平
小宮義孝 安藤明由 鈴木直寛 井村相哲

新田朋子 麻生知恵子 小野寺朱里 岩谷幸恵

内山和重 高木直親 川岸正由基 赤木拓人
濱口克幸 大西莞太 川村龍太郎田中陽久
斎藤大作 原　大士 眞中健行 堀　邦宏

長岡尚紀 中村充俊 宮田達也 原　鉄人

雪山智美7 水野由紀子中島賢子 志村愛子

敢闘賞

努力賞

敢闘賞

努力賞

敢闘賞

努力賞

敢闘賞

敢闘賞



鶴岡世一 森　智啓 阿部柚香 船山　快
田中孝樹 櫻井章文 飯島直樹 藤村繰果
三井　誠 石川寛容 箕輪　雄 新井真昭
渡辺裕介 佐藤　誠 甲斐六輔 佐藤友規
大川原晶子朝倉彩子 田辺裕子 白石智美

稗田将也 広瀬直樹 奥津啓介 福留優太
小川杜人 国頭優大 佐藤千紘 矢島仁美
岸本耀真 石川隆二 志斉　聡 佐藤友樹
為我井翔 佐野正太朗倉茂裕治 大岡智行
柳沼　結 斉藤結佳 村井　愛 内田理佐
米沢光昭 宮田康範 早津寿勝 斉藤大地
泉さやか 長谷川奈津伊藤玲奈 鎌田和美

高根沢光 飯島美雪 斎藤美貴 周藤希
吉田　翼 佐藤夏子 飯島彩香 中川達人
和田拓磨 横田陵亮 大柴百絵 宮田陽介
西川紀之 堀江亮輔 三ツ橋洋平 冨田翔太

小林浩二 佐藤　玲 横田祐樹 鶏冠井孝介

平佐田つくし 池田浩大 茂庭優志 武藤圭祐

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



中野　清 信國杏奈 福本　岳 佐藤夏子
菅野祥樹 梶山眞人 水沢さくら 平塚雅人

清水亮輔 三枝　誠 伊藤彰浩 川野弘典

高根沢光 斎藤美貴 善波祥平 小笠啓輝
沼澤啓太 池畑菖太郎 飯島翔悟 水沢さくら

小平　諒 志田一樹 小沢宏明 船山亮太
伊藤美穂 小石愛子 菊池杏子 戸川愛紀子

張替数馬 金子洋史 中原優平 鳶本　樹

五味星音 高沢　翔 菊田　航 太田　薫
斎藤大士 後藤真太郎 浅原美砂 佐々木晃太

和田悠太郎丸尾聡次郎 荻原　聡 金上陽平
鈴木　希 樋口果歩 村城明子 織田五季

芝　野枝 高橋萌美 福里拓海 藤原知志
山口大樹 善波翔平 大柴百合絵 武藤圭祐

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



鈴木慎吾 会田靖直 田中裕二 鵜沼智広
佐藤寿々香浅原美砂 鈴木　優 佐藤夏子
根本紘志 川村諒介 宮坂　親 和田悠一郎

櫻井　翼 佐藤千夏 武村祐介 西口真琴
小比木優作木村七海 宮田順平 木村　翔
櫻井康栄 井手元克樹矢澤竜祐 田中昌徳
原　雅里 佐藤千夏 西風　香 藤森杏子
伴　直昴 毎熊翔平 水沢智弥 長沼祐樹

小倉優人 佐藤陽香 山本真央 黒木　綾
西口真琴 徳武輝 水澤玲弥 沼澤達充
小林徳之助 外山大貴 吉永　類
大柴百合絵倉茂史果 斎藤美貴 有田瑛美

須賀裕司 池田航佑 飯島紘輝 木室裕介

長岡彩香 石川祐貴 佐藤靖晃 竹内俊平
羽生岳史 渡辺翔太 外山友貴 岡田昌大

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



周藤　希 木村七海 五味星音 吉岡瑞季

鍋倉大樹 岩崎　真 井桜俊宏 吉田　翼

坂尻祐二 夛田尚史 小澤桂治 鷹箸　亮

松本翔龍 大谷　海 岩田慈瑛 石川幸範

伊藤　瑛 安徳颯人 阿武桃子 佐藤　匠

川崎　錬 池田浩大 鈴木大河 小沼慧之

藤井亮磨 渡辺隆太 鍋倉大樹 渡辺竜哉

渋谷博之 高橋健司 坂尻祐二 阿部公揮

匂坂百花 鈴木皓晴 望月千夏子鈴木遥香

森岡寛太 宮田道場 五十嵐輝 池田航佑

水澤玲弥 川村慎太郎渡辺広祐基 早川大睴
田中美紀 長岡彩香 岡田華奈 大砂里菜

川本聖人 岩船浩之 菅　直樹 浜中大海

阿部　将 外川颯一 岸本匠人 川本祐佳
小野　将 濱舘来希 中根大樹 宮入桜輔

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



岸　勝幸 望月慎太郎 金子　蓮 三浦純生
竹内俊平 菅原聖人 石井敦己 小林陸人

池田天馬 石原花和子 大嶋　櫂 佐々木貫
斎藤美咲 石橋賢一郎 川井元太 坂本大騎

野上凌雅 宮沢啓斗 佐野倉直哉白岩大樹

鈴木磬太 三浦純生 岸　勝幸 澤田直樹

柴田育太郎長島誠士郎 岸本建人 大嶋　櫂
深川佳亮 関根総一郎 有村優希 水沢遼紅

松崎勇斗 岩崎陽太郎 松尾健登 藤平祐樹
高橋　遼 松本凌雅 宮沢啓人 白岩大樹

敢闘賞

敢闘賞



木村花恋 伴恵太 垣井昭太郎 松井幹太
深川佳亮 治田啓之 丸山虎哲 池田天馬

鈴木亮汰 内田開人 小林千隼 浅野心之輔

斎藤達也 梨木恵那 石井久之 阿部　巧

松尾拓磨 加藤謙吾 久間倉啓太 三改木宏旺

斎藤大貴 根岸幸平 石塚朱時 渡辺　蓮
大嶋　櫂 小野果蓮 伊豆本大和 鈴木優太郎

山本竜士 中山侑也 上原拓也 土屋優輝
師岡　慧 小野　宙 濱舘来希 宮崎大地
小林涼花 関口和果 加藤莉子 小林諒子

特別賞
田村太一
片山千春

敢闘賞

敢闘賞

特別賞議長杯
栁　勇太
渕　愛美



佐々木亮 関口結和 三井幹太 小川　舞
須田葵衣 鈴木優太郎岸本建人 石原和桜

小室優真 大林竜大 尼岡克紀 鈴木壮太郎

有村優希 山本竜士 有谷拓真 小林龍実
北舘里帆 野窪茉央 谷川亜沙美 太田夕葵

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

岸本夏帆 御幸剣友会 齋藤理子 田島剣友会 龍野武蔵 宮前少年剣 武藤圭希 小田剣心会

山崎咲穂 田島剣友会 松岡美智瑠 西三田剣クラブ 広末　櫂 宮田道場 木村常道 川少剣
新井　漣 田島剣友会 臼井万理 養心館 谷垣内陽仁 遊心会 川橋大飛 之久会
長坂悠太郎 白鳥中 宮嶋太陽 生田中 松本和将 橘中 根岸恭平 小田剣心会

北舘里帆 中野島中 平野あずさ 川中島中 鈴木愛心 川中島中 佐藤輝帆 西中原中

特別賞議長杯
栁　勇太
渕　愛美

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞



敢闘賞


