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主催 公益財団法人大阪体育協会

大阪府教育委員会

主管 大阪スポーツチャンバラ協会

＜個人戦＞ 優　勝 準優勝 三　位 三　位

基本
大学・一般 高砂武蔵 高砂武蔵 武遊館 蒼龍館

男女 浦川　渚人 福島　誠次 岩田　徹二 木岡　律子

小太刀

幼　年 蒼龍館 高砂スポチャンクラブ 刀流館

男女 木岡　義心 橋本　尚也 刈屋　桜介 宮津　聡

小学低学年 富山県協会 友心館 攻誠館

男女 長浜　恵太郎 畑中　棟伍 村嵜　小次郎 北口　倫多郎

小学高学年 友心館 攻誠館 友心館

男女 畑中　惟吹 村上　颯 清野　翔太郎 黒川　慎平

中学生 刀流館 攻誠館 富翔館 攻誠館

男女 宮津　綾 長谷川　雅 竹本　樹亜 野中　翔

高校・大学 友心館 富翔館 友心館 富翔館

男女 浜田　陸海 林田　光貴 原田　優作 邨田　賢祐

一般有級 武遊殿 一心塾 吹田道場 小浜市

男子 林　直弥 村田　学 渡辺　洋祐 中村　健人

一般有段 有朋館 武遊殿 富翔館 真成苑

男女 永野　雄太 平岩宏康 三角　尚紀 粟井　聡

女子 真成苑 舞風館 友心館 真成苑

女子 宮崎　愛聖 石田　ゆか 竹中　美優 久保　千代

長　剣

幼　年 健心塾 高砂スポチャンクラブ 健心塾 蒼龍館

男女 長野　晴斗 外間　實晃 山田　和晃蓮 木岡　義心

小学低学年 友心館 富山県協会 友心館 一心塾

男女 占部　格ノ進 長浜　恵太郎 疋田　裕輝 村田　瑞稀

小学高学年 攻誠館 友心館 友心館

男女 村上　颯 畑中　惟吹 清野　翔太郎 疋田　真人

中学生 攻誠館 友心館 富翔館 攻誠館

男女 野中　翔 今井　祥貴 竹本　樹亜 松本　暖樹

高校・大学 富翔館 富翔館 友心館

男女 弘田　翼 林田　光貴 平岡　遼太郎 谷川　実夢

一般有級 一心塾 健心塾 健心塾 小浜市

男子 坂本　淳平 山田　邦人 長野　祥之 中村　健人

一般有段 武遊館 富翔館 神戸鈴蘭台 真成苑

男女 岩田　徹二 三角　尚紀 日並　大輔 磯上　裕宜

女子 真成苑 友心館 友心館 真成苑

女子 宮崎　愛聖 頭本　紗樹 竹中　美優 久保　千代

二刀

小学低学年 攻誠館 富山県協会 攻誠館 一心塾

男女 村上　優 長浜　恵太郎 前田　凜 村田　瑞稀

平成25年度大阪府民体育大会
第22回大阪スポーツチャンバラ選手権大会

第1回全国スポチャンクラブ対抗団体戦（基本・合戦）　大阪予選会

2014年2月23日（日）

Yatoo！館

Yatoo！館

Yatoo！館

Yatoo！館

東大阪大柏原(天武羅)



二刀
小学高学年 友心館 高槻クラブ 刀流館 真成苑

男女 畑中　惟吹 伊地知　賢造 坂本　魁斗 岡田　航一

中高大一般 富翔館 高砂スポチャンクラブ仁武館スポチャンクラブ 友心館

男女 林田　光貴 依田　純太 井川　啓貴 浜田　陸海

楯小太刀
中高大一般 真成苑 攻誠館 富翔館 吹田道場

男女 磯上　裕宜 長谷川　雅 竹本　樹亜 三木　寛人

楯長剣
中高大一般 有朋館 舞風館 柏原道場 友心館

男子 永野　雄太 石田　ゆか 松本　大樹 小山　裕一

棒丈槍
中高大一般 神戸鈴蘭台 蒼龍館 神戸鈴蘭台 婆娑羅

男女 門脇　直彦 長手　昌之 古田　洋理 黒﨑　健爾　

両手長剣
中高大一般 蒼龍館 生麦スポチャンクラブ 富翔館 真成苑

男女 大森　一夫 池田　淳 奥野　駿佑 市古　憲一郎

優　勝 準優勝 三　位 三　位

チーム名 神戸鈴蘭台 富翔館 舞風館 吹田道場

先　　　方 門脇　直彦 三角　尚紀 中野　文夫 三木　寛人

次　　　鋒 新井　良和 奥野　浩二 中川　竜也 渡辺　洋祐

中　　　堅 古田　洋理 奥野　駿佑 岡田　利浩 枇杷木　亮

副　　　将 山野　智志 竹本　一樹 石田　ゆか

大　　　将 日並　大輔 弘田　翼 木下　敦士 上之薗　崇

優　勝 準優勝 三　位

チーム名 友心館Ａ

竹中　優生 長谷川　進 山本　華奈

竹中　美優 村嵜　小次郎 山本　華澄

坂口　菜佳 村上　優 木岡　義心

優　勝 準優勝 三　位

チーム名 友心館Ａ

浜田　陸海 奥野　純平 寺岡　晶矢

谷川　実夢 邨田　賢祐 前川　祥輝

原田　優作 林田　光貴 竹中　美優

今井　祥貴 竹本　樹亜 原田　彩希

畑中　惟吹 米澤　直大 伊藤　鉄太

疋田　輝道

＜団体戦＞　　
　　　

クラブ対抗団体戦
基本　　　　　

攻誠館C 蒼龍館C

クラブ対抗団体戦
合戦　　　　　

富翔館A 友心館B
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