
 スポーツチャンバラ競技  
平成２８年１０月２日（日） 矢巾町民総合体育館  

選手198名（矢巾町52名、岩手県内91名、県外55名）の参加をいただき、行わ
れました。 









【個人戦】

林下 ひまり 林下 ひまり 橘　 あこ 久保居 玲央 落合 早輝 杉山 千尋 落合 早輝 　

はやしした　ひまり はやしした　ひまり たちばな　あこ くぼい　れお おちあい　さき すぎやま　ちひろ おちあい　さき 　

矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町 北海道 宮城県 北海道 　

久保居 玲央 中山 実優 中田 愛凛 中村 晄脩 杉山 千尋 落合 早輝 川村 くるみ 　

くぼい　れお なかやま　みゆ なかた　あいり なかむら　こうすけ すぎやま　ちひろ おちあい　さき かわむら　くるみ 　

矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町 宮城県 北海道 矢巾町 　

菊地 瑛凪 橘　 あこ 林下 ひまり 佐々木 春奈 川村 くるみ 川村 くるみ 杉山 千尋 　

きくち　えいと たちばな　あこ はやしした　ひまり ささき　はるな かわむら　くるみ かわむら　くるみ すぎやま　ちひろ 　

矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町 宮城県 　

室岡 旺良 室岡 旺良 中山 実優 藤原 頌太 #N/A 下河原 初音 下河原 初音 　

むろおか　おおら むろおか　おおら なかやま　みゆ ふじわら　しょうた #N/A しもかわら　ねね しもかわら　ねね 　

矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市 #N/A 一関市 一関市 　

伊藤 茉宏 久保居 梨玖 西舘 　慧 九條 圭人 杉田 　翔 平山 津雲 板橋 一馬 森山 大志

いとう　まひろ くぼい　りく にしだて　さとし くじょう　けいと すぎた　かける ひらやま　つくも いたばし　かずま もりやま　たいし

山形県 矢巾町 矢巾町 矢巾町 釜石市 青森県 青森県 盛岡市

佐野 龍之介 西舘 　慧 田代 健琉 狢澤 直斗 菊池 康生 森山 大志 平山 津雲 関　 一穂

さの　りゅうのすけ にしだて　さとし たしろ　たける むじなざわ　なおと きくち　こうせい もりやま　たいし ひらやま　つくも せき　かずほ

矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市 住田町 盛岡市 青森県 盛岡市

福士 　頼 中川 智仁 佐野 龍之介 藤原 颯人 石川 陽人 佐々木 光輔 及川 蒼太 杉田 　翔

ふくし　らい なかがわ　ともひと さの　りゅうのすけ ふじわら　はやと いしかわ　はると ささき　こうすけ おいかわ　そうた すぎた　かける

矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市 宮城県 住田町 住田町 釜石市

菊池 慈温 狢澤 晶斗 中川 智仁 福士 　頼 佐々木 光輔 杉田 　翔 菊池 康生 白鳥 那智

きくち　じおん むじなざわ　あきと なかがわ　ともひと ふくし　らい ささき　こうすけ すぎた　かける きくち　こうせい しらとり　なち

矢巾町 一関市 矢巾町 矢巾町 住田町 釜石市 住田町 一関市

細川 智穂 細川 智穂 石川 颯大 中居 春太 佐藤 桃香 佐藤 桃香 佐藤 和香子 佐藤 桃香

ほそかわ　ちほ ほそかわ　ちほ いしかわ　そうた なかい　はるた さとう　ももか さとう　ももか さとう　わかこ さとう　ももか

東京都 東京都 宮城県 釜石市 釜石市 釜石市 釜石市 釜石市

神野 晃成 藤原 幸平 小野寺 颯佑 佐々木 一翔 関  歩乃果 長谷川 久美子 関  歩乃果 清野 杜生子

かんの　こうせい ふじわら　こうへい おのでら　そうすけ ささき　かっしょう せき　ほのか はせがわ　くみこ せき　ほのか せいの　とうこ

山形県 矢巾町 宮城県 釜石市 盛岡市 矢巾町 盛岡市 青森県

中居 春太 菊池 悠仁 齋藤 駿平 小野寺 颯佑 佐藤 和香子 関  歩乃果 細野 江理子 佐藤 和香子

なかい　はるた きくち　ゆうと さいとう　しゅんぺい おのでら　そうすけ さとう　わかこ せき　ほのか ほその　えりこ さとう　わかこ

釜石市 住田町 矢巾町 宮城県 釜石市 盛岡市 盛岡市 釜石市

佐々木 一翔 角掛 心美 細川 智穂 杉山 巴絵 菊池 ヤエ子 #N/A 菊池 ヤエ子 狢澤 香織

ささき　かっしょう つのかけ　ここみ ほそかわ　ちほ すぎやま　ともえ きくち　やえこ #N/A きくち　やえこ むじなざわ　かおり

釜石市 盛岡市 東京都 宮城県 住田町 #N/A 住田町 一関市

金澤 　駿 千葉 　新 金澤 　駿 小野 啓汰 植村 星寿 髙橋 　巧 落合 玲祐 曽根 渓佑

かなざわ　しゅん ちば　あらた かなざわ　しゅん おの　けいた うえむら　せいじゅ たかはし　たくみ おちあい　りょうすけ そね　けいすけ

宮城県 宮城県 宮城県 盛岡市 宮城県 八幡平市 北海道 青森県

小野寺 蒼生 千葉 　陸 千葉 　陸 村上 翔真 髙橋 　巧 植村 星寿 杉田 哲朗 髙橋 　巧

おのでら　あおい ちば　りく ちば　りく むらかみ　しょうま たかはし　たくみ うえむら　せいじゅ すぎた　てつお たかはし　たくみ

宮城県 宮城県 宮城県 盛岡市 八幡平市 宮城県 釜石市 八幡平市

及川 　諒 及川 瑞稀 藤村 洸志 兒玉 喜音 杉田 哲朗 曽根 渓佑 佐藤 　繁 鈴木 清士朗

おいかわ　りょう おいかわ　みずき ふじむら　こうし こだま　はるね すぎた　てつお そね　けいすけ さとう　しげる すずき　きよしろう

宮城県 住田町 盛岡市 一関市 釜石市 青森県 釜石市 一関市

杉山 新太 金澤 　駿 小野寺 蒼生 九條 志哉 加藤 政彦 佐藤 　繁 落合 祐輝 杉田 哲朗

すぎやま　あらた かなざわ　しゅん おのでら　あおい くじょう　ゆきや かとう　まさひこ さとう　しげる おちあい　ゆうき すぎた　てつお

宮城県 宮城県 宮城県 矢巾町 山形県 釜石市 北海道 釜石市

【団体戦】

順　位

優　勝

準優勝

第３位

第３位

優　勝

準優勝

第３位

第３位

盛岡市

釜石市

北海道

選　　　手　　　名 所　属

宮城県

盛岡市

釜石市

盛岡市

青森県

千葉 有泰・川村 くるみ・森山 大志

外山 　颯・曽根 渓佑・菅原 雄大

角掛 心美・佐々木 煌斗・角掛 来美

中居 春太・佐々木 一翔・杉田 　光

小野 啓汰・九條 志哉・村上 翔真

チーム名

盛岡南スポーツチャンバラ教室Ｂ

小野寺 颯佑・小野寺 蒼生・杉山 新太

落合 玲祐・落合 早輝・落合 祐輝

杉田 　翔・千葉 将之・千葉 竜吉

仙台スポチャンクラブ

どさんこスポチャンクラブ

釜石広洋館

盛岡南スポチャン同好会

弘前大学Ａ

盛岡スポーツチャンバラ同好会

釜石広洋館Ａ

一　般　男　子

優　勝

準優勝

第３位

第３位

一　般　女　子

優　勝

準優勝

第３位

第３位

中学生男子の部

優　勝

準優勝

第３位

第３位

中学生女子の部

優　勝

準優勝

第３位

第３位

　　　　　　　　種　目
種別

順　位 基本動作 小太刀 長　剣 二刀流
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一　般　の　部

第３位

第３位

優　勝

準優勝

第３位

第３位

第３位

準優勝

準優勝

第３位

優　勝

優　勝

第３位

優　勝

準優勝

第３位

　　　　　　　　種　目
種別

幼　児　の　部

小学校１・２年の部

小学校３・４年の部

小学校５・６年の部

種　別

小学１～６年の部

基本動作 小太刀 長　剣 二刀流順　位


