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大会役員

名誉大会長 上田　信雅

大 会 長 牧本　雄一

大会副会長 浦野　省治 荒井   幸和 厚村  千代人　

大 会 顧 問 山辺　美嗣 野村　遣吉

大 会 参 与 山本　勇治 小 西     巌 松岡　宗里 藤井　秀嗣

吉田　光男 白山　久一 勝井　佑進 上林　亮一

苗加　為雄 中澤　英輔 大伴　慎一 沼田　敏

永田　務 志部谷　知則 猪股　公信

審 判 長 浦野　省治

　第１５回大会記念　高段者演武

立　会

　　砺波剣友会　顧問　山本勇治　先生

演武者

　　教士七段　武波一昭　先生　－　教士七段　石井　存　先生

　　教士七段　中橋文夫　先生　－　教士七段　埴山法雄　先生

　　教士七段　片山彰広　先生　－　錬士七段　金田剛光　先生

　　教士七段　永田　務　先生　－　教士七段　牧本雄一　先生



中学生参加者名簿 小学生参加者名簿

氏 名 団体 氏 名 団体 氏 名 団体

1 石川　凌太朗 井波 1 松川　瑞穂 井波 1 篠原　一星 井波

2 神田　涼太 井波 2 田中　真尋 井波 2 中井　将馬 井波

3 幸山　大 井波 3 辻　乃々子 庄川 3 寺脇　輝 井波

4 酒井　陽平 井波 4 中西　美紗希 庄川 4 松川　穂高 井波

5 嶋　健人 井波 5 近藤　悠月 庄川 5 石川　絢菜 井波

6 山本　泰斗 庄川 6 出村　咲羽 庄川 6 湯浅　彩夢 晴武館

7 藤永　勝 庄川 7 藤森　早紀 庄川 7 水上 悠太郎 晴武館

8 板戸　万純 庄川 8 中川　笑里 津沢 8 水上　恵輔 晴武館

9 白山　真吾 庄川 9 中島　愛菜 津沢 9 湯浅　咲渚 晴武館

10 藤井　秀郷 庄川 10 沼田　玲奈 津沢 10 武波　昂生 砺波

11 齋藤　光宏 福野 11 森谷　真衣 津沢 11 吉澤　結香 砺波

12 河除　一徹 福野 12 佐野　友紀 出町 12 横川　陽夏羽 砺波

13 向田　征史 城端 13 篠原　麻衣弥 出町 13 中井　花音 砺波

14 盛田　昴希 城端 14 守田　実礼 出町 14 吉澤　僚大 砺波

15 岩倉　史昌 城端 15 森口　幸音 出町 15 福澤　秀平 Ｂ＆Ｇ

16 坂元　遼太郎 石動 16 小笹　智萌 出町 16 高池　慶悟 Ｂ＆Ｇ

17 片桐　寛太 石動 17 五十嵐　理歩 庄西 17 林　靖人 Ｂ＆Ｇ

18 大谷　侑生 石動 18 吉田　賢次郎 Ｂ＆Ｇ

19 長谷川　洋介 津沢 19 島　　悠里佳 Ｂ＆Ｇ

20 野村　想太 出町 20 坂元　優太 小矢部

21 野村　駿太 出町 21 川辺　慶 小矢部

22 藤田　遥人 出町 22 高橋　和加奈 小矢部

23 永田　晃久 出町 23 宮島　歩夢 小矢部

24 野原　幸太 出町 24 髙木　誠剛 小矢部

25 井上　　遥 庄西

26 寺西　拓巳 庄西

27 山田　弥芳 庄西

28 佐々木　渉 庄西

29 宮下　愛翔 庄西

30 金嶋　大志 般若

31 長久　寛太朗 般若

中学生男子個人試合の部 中学生女子個人試合の部 小学生個人試合の部



一般段別剣道優勝大会　参加者名簿

第一部（三段以下第二部（四･五段の部）

島田　裕己 三段 砺波 嶋田　修平　 四段 砺波

三段 砺波 宮脇　紀好 四段 砺波
宮林　順一 三段 砺波 齋藤　洋文 四段 砺波
中川　茂 三段 小矢部 白山　昌人 五段 砺波
神島　将雄 三段 小矢部 津田　昌明 四段 小矢部
村田　高章 三段 小矢部 青山　空 四段 井波
八十島　宏 三段 小矢部 四段 井波

二段 小矢部 永森　駿一 四段 井波
中西　優 二段 小矢部 五段 福野
中嶋　卓己 二段 福野 木澤　元之 五段 福野
青山　虹 三段 井波 寺田　克昭 四段 福野
武波　知恭 三段 砺波

第三部（六段以上の部）
加藤　一郎 六段 砺波
長久　昌弘 錬六 砺波
大橋　孝則 錬六 砺波
和田　司 六段 小矢部
桑原　保之 錬七 小矢部
石井　存 教七 福光
福江　徳幸 錬六 福野

三市対抗団体試合の部

砺波市 大橋孝則 武波昂生 山本亮太 南　享佑 山本泰斗 島田裕己 加藤一郎 尾山王子

小矢部市 桑原保之 坂元優太 川辺　慶 片桐寛太 坂元遼太郎八十島宏 津田昌明 桑原保之

南砺市 木澤元之 篠原一星 寺脇　輝 水口脩弥 杉森佑紀 青山　空 永森駿一 木澤元之
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谷井　伸太朗

加賀谷　竜也
山田　佳奈恵

冨田　貴美夫
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【小学生個人試合の部】

22 松川　穂高 [井波]

23 高池　慶悟 [Ｂ＆Ｇ]

24 高橋　和加奈 [小矢部]

19 吉澤　結香 [砺波]

20 石川　絢菜 [井波]

21 水上 悠太郎 [晴武館]

16 林　靖人 [Ｂ＆Ｇ]

17 武波　昂生 [砺波]

18 湯浅　咲渚 [晴武館]

13 中井　将馬  [井波]

14 中井　花音 [砺波]

15 宮島　歩夢 [小矢部]

10 横川　陽夏羽 [砺波]

11 坂元　優太 [小矢部]

12 吉田　賢次郎 [Ｂ＆Ｇ]

7 水上　恵輔 [晴武館]

8 川辺　慶 [小矢部]

9 篠原　一星 [井波]

4 湯浅　彩夢 [晴武館]

5 寺脇　輝 [井波]

6 島　　悠里佳 [Ｂ＆Ｇ]

1 吉澤　僚大 [砺波]

2 髙木　誠剛 [小矢部]

3 福澤　秀平 [Ｂ＆Ｇ]



【中学生女子個人試合の部】

16 藤森　早紀 [庄川中]

17 沼田　玲奈 [津沢中]

13 　大江　　遥

14 出村　咲羽 [庄川中]

15 佐野　友紀 [出町中]

10 辻　乃々子 [庄川中]

11 松川　瑞穂 [井波中]

12 中島　愛菜 [津沢中]

7 中西　美紗希 [庄川中]

8 田中　真尋 [井波中]

9 森谷　真衣 [津沢中]

4 森口　幸音 [出町中]

5 五十嵐　理歩 [庄西中]

6 守田　実礼 [出町中]

1 篠原　麻衣弥 [出町中]

2 中川　笑里 [津沢中]

3 近藤　悠月 [庄川中]



【中学生男子個人試合の部】

31 井上　　遥 [庄西中]

28 嶋　健人 [井波中]

29 藤田　遥人 [出町中]

30 向田　征史 [城端中]

25 長久　寛太朗 [般若中]

26 長谷川　洋介 [津沢中]

27 石川　凌太朗 [井波中]

22 酒井　陽平 [井波中]

23 坂元　遼太郎 [石動中]

24 白山　真吾 [庄川中]

19 齋藤　光宏 [福野中]

20 藤井　秀郷 [庄川中]

21 野原　幸太 [出町中]

16 山本　泰斗 [庄川中]

17 岩倉　史昌 [城端中]

18 宮下　愛翔 [庄西中]

13 大谷　侑生 [石動中]

14 盛田　昴希 [城端中]

15 金嶋　大志 [般若中]

10 藤永　勝 [庄川中]

11 野村　想太 [出町中]

12 寺西　拓巳 [庄西中]

7 河除　一徹 [福野中]

8 山田　弥芳 [庄西中]

9 幸山　大 [井波中]

4 野村　駿太 [出町中]

5 板戸　万純 [庄川中]

6 片桐　寛太 [石動中]

1 佐々木　渉 [庄西中]

2 神田　涼太 [井波中]

3 永田　晃久 [出町中]



【一般段別優勝大会】

青山
│

３位決定戦

永森
│

３位決定戦

加藤
│
Final

３位決定戦

桑原　保之

長久　昌弘

宮脇　紀好

青山　　空

青山　　虹 井波

八十島　宏

宮林　順一

大橋　孝則 砺波 3 7 砺波 長久　昌弘

桑原　保之 小矢部 2 6 小矢部 和田　　司

5 福光 石井　　存

加藤　一郎 砺波 1 4 福野 福江　徳幸

10 福野 木澤　元之

11 井波 永森　駿一

福野 3

宮脇　紀好 砺波 5

寺田　克昭 福野 4 9 砺波 齊藤　洋文

Final 8 砺波

小矢部 津田　昌明

白山　昌人

嶋田　修平 砺波 2 7 井波 青山　　空

冨田　貴美夫

10 小矢部 神島　将雄

山田　佳奈恵 井波 1

[二部]　四・五段の部

6

中川　　茂

加賀谷　竜也

中西　　優 小矢部 4 9 砺波 宮林　順一

中嶋　卓巳 福野

[一部]　三段以下の部

Final 8 小矢部

武波　知恭

村田　高章 小矢部 2 7 小矢部

[三部]　六段以上の部

八十島　　宏 小矢部 1 6 砺波

3

島田　裕己 砺波 5


