
参加チーム一覧参加チーム一覧参加チーム一覧参加チーム一覧

団体名 プログラム上の略称

明野少年剣道クラブ 明野

明野剣友会 明野剣

朝日道場 朝日道場

茨城至誠館 至誠館

石下剣友会 石下

伊奈剣友会スポーツ少年団 伊奈

岩井剣道教室 岩井

岩間剣友会 岩間

学園剣道スポーツ少年団 学園

如月会 如月会

鬼怒西剣道クラブ 鬼怒西

小桜剣友会 小桜

五葉館 五葉館

境剣友会 境

境武道館 境武

櫻上水剣友会 櫻上水

猿島剣友会 猿島

猿島一心会 一心会

三和剣友会 三和

下館紫西会 紫西会

自燈剣道スポーツ少年団 自燈

下館士徳会 士徳会

下館武道館 下館武

下館剣友会 下館剣

下妻剣志舘 下妻剣志舘

下妻中学校 下妻中

（下妻市立）東部中学校 下妻東部中

仁武舘 仁武舘

須賀剣友会 須賀

青雲塾剣誠会 剣誠会

青雲塾士魂会 志魂会

千代川少年剣道教室 千代川

千代川中学校 千代川中

つくば少年剣友会 つくば

土浦警察道場 土警道場

都和剣友会 都和

出城剣道スポーツ少年団 出城

天武会 天武会

東部剣道スポーツ少年団 妻東剣

豊里剣友会 豊里

中田剣道スポーツ少年団 中田

なでしこ剣道 なでしこ

北竜台剣友会 北竜台

松代剣志会 松代

水海道剣道教室 水海道

至誠館朝日道場雅劍志会 雅劍志会

谷田部少年剣友会 谷田部

大和剣友会 大和

八千代剣道教室 八千代

八千代第一中学校 八千代一中



団体の部団体の部団体の部団体の部 優勝：仁武舘 第三位：朝日道場

準優勝：下館士徳会 第三位：猿島剣友会
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35 仁武舘

なでしこ剣道

17 朝日道場 34 如月会

16 土浦警察道場 33

至誠館朝日道場雅劍志会

15 天武会 32 大和剣友会

14 下館剣友会 31

出城剣道スポーツ少年団

13 東部剣道スポーツ少年団 30 千代川少年剣道教室

12 岩間剣友会 29

11 岩井剣道教室 28 須賀剣友会

猿島剣友会

10 八千代剣道教室

決勝

27 下館武道館

9 青雲塾剣誠会 26

伊奈剣友会スポーツ少年団

8 明野少年剣道クラブ 25 小桜剣友会

7 鬼怒西剣道クラブ 24

茨城至誠館

6 境剣友会 23 下妻剣志舘

5 つくば少年剣友会 22

自燈剣道スポーツ少年団

4 五葉館 21 櫻上水剣友会

3 谷田部少年剣友会 20

水海道剣道教室

2 石下剣友会 19 豊里剣友会

1 下館士徳会 18



小学４年生の部小学４年生の部小学４年生の部小学４年生の部 優勝：松村 拓実(石下剣) 第三位：増田 晴斗(猿島)

準優勝：松山 大和(雅劍志会) 第三位：奈良部 好一(士徳会)

不戦勝

不戦勝

不戦勝

不戦勝

(水海道)37 須藤 匠平 (下妻剣志舘) 74 井関 蓮太

(至]朝日道場)

36 菊池 陽愛 (明野剣) 73 江口 真朝 (学園)

35 飯田 咲良 (岩間) 72 柴 彰人

(都和)

欠 小林 洸太 (櫻上水) 欠 森川 翔太 (下妻剣志舘)

33 荒井 大樹 (松代) 70 長谷川 秀弥

(士徳会)

32 木塚 圭哉 (境武) 69 長島 光希 (五葉館)

31 関 京花 (中田) 68 奈良部 好一

(剣誠会)

30 三村 陽生 (谷田部) 67 倉持 直輝 (一心会)

29 渡辺 れな (至]朝日道場) 66 櫻井 菜成

(下館剣)

28 関 琉那 (士魂会) 65 赤荻 真人 (境)

27 輕部 結 (下妻剣志舘) 64 小島 瑞希

(小桜)

26 吉江 望華 (下館武) 63 山田 葵 (須賀)

25 照沼 宗之 (岩井) 62 佐藤 颯哉

(岩間)

24 平田 悠太 (石下剣) 61 神藤 綾沙 (妻東剣)

23 矢野 彩和 (五葉館) 60 永井 花歩

(下妻剣志舘)

22 加瀬 奈那美 (至誠館) 59 吉岡 奏多 (北竜台)

21 佐々木 雅裕 (小桜) 58 谷中 陽

(鬼怒西)

20 増田 晴斗 (猿島) 欠 堀江 悠太郞 (朝日道場)

19 山﨑 友楽 (鬼怒西) 56 成田 帆花

(至誠館)

欠 大須賀 涼 (明野) 55 井上 志乃 (士魂会)

欠 奥村 航希 (下妻剣志舘) 54 大久保 魁星

(下妻剣志舘)

16 高澤 孝栄 (つくば) 53 倉谷 健二郎 (天武会)

15 鶴見 和奏 (一心会) 52 櫻井 巌央

(石下剣)

欠 吉田 新 (自燈) 51 金久保 仁 (猿島)

13 渡部 南乃 (天武会) 50 松村 拓実

(谷田部)

12 石井 大地 (士徳会) 49 若松 和樹 (明野)

11 中村 光琉 (三和) 48 沼尻 優羽

(下館武)

10 市川 ひかる (雅劍志会) 47 堀越 陽百 (仁武舘)

9 長 拓輝 (水海道) 46 飯島 小春日

(土警道場)

8 岸田 健太郎 (須賀) 45 猪瀬 怜 (境武)

7 藤田 一芯 (至誠館[朝) 44 鈴木 渉

(つくば)

6 渡辺 ゆな (境) 欠 宮城 希海 (櫻上水)

5 大橋 颯斗 (妻東剣) 欠 神賀 珀人

(中田)

4 星川 莉璃 (下館剣) 欠 神郡 正稀 (岩井)

3 早瀬 百花 (紫西会) 40 峰 伽々理

(八千代)

2 北山 あかね (剣誠会) 39 木済 侑星 (朝日道場)

1 松山 大和 (雅劍志会) 38 秋葉 琉伸



小学５年生の部小学５年生の部小学５年生の部小学５年生の部 優勝：青木 亜流羽(五葉館) 第三位：野澤 優真(士徳会)

準優勝：井上 鼎(剣誠会) 第三位：沢辺 一葉(谷田部)

不戦勝

増田 凌真 (八千代)

20 上田 悠空 (五葉館) 40 海老原 渚 (仁武舘)

19 落合 秀有 (境) 39

石澤 結菜 (中田)

18 黒澤 結依子 (雅劍志会) 38 海老原 圭矢 (下館武)

17 塚田 正寛 (鬼怒西) 37

沢辺 一葉 (谷田部)

16 和野 海羽 (紫西会) 36 三田 董蒼 (紫西会)

15 井上 鈴華 (士魂会) 35

近田 健介 (朝日道場)

14 宮田 紗希 (至誠館) 欠 唐橋 礼 (櫻上水)

13 金子 眞步 (一心会) 33

鶴見 夢那 (猿島)

12 宇賀 丈太郎 (豊里) 32 戸塚 滉介 (鬼怒西)

11 野澤 優真 (士徳会) 31

鶴淵 隆之介 (松代)

10 細谷 卓宏 (朝日道場) 30 宮田 笑舞 (八千代)

9 柏村 夢芽 (北竜台) 29

野口 晃佑 (一心会)

8 澤井 天春 (中田) 28 前田 京太朗 (出城)

7 風見 海翔 (八千代) 27

櫻井 宙 (剣誠会)

6 鈴木 （大和） 26 長谷川 蒼太 (雅劍志会)

5 鶴巻 奈菜 (猿島) 25

藤田 一廣 (至誠館)

4 和田 瑞生 (谷田部) 24 大道寺 一将 (士徳会)

3 田中 涼花 (下館武) 23

川上 優輝 (水海道)

2 高木 理奈 (天武会) 22 青木 亜流羽 (五葉館)

1 井上 鼎 (剣誠会) 21



小学６年生の部小学６年生の部小学６年生の部小学６年生の部 優勝：中里 翔(五葉館) 第三位：長谷川 結花(雅劍志会)

準優勝：髙松 由來(五葉館) 第三位：竹之内 治人(自燈)

不戦勝

不戦勝

21 西本 千夏 (仁武舘)

登坂 静月 (大和)

20 長谷川 結花 (雅劍志会) 41 髙松 由來 (五葉館)

19 伊藤 弦 (櫻上水) 40

丹家 彩花 (岩間)

18 嶋田 省吾 (大和) 39 田島 由紀乃 (猿島)

17 伊藤 孝昌 (北竜台) 38

西中 琢真 (仁武舘)

16 冨田 蒼心 (つくば) 37 田中 侑誠 (学園)

15 淀縄 光希 (松代) 36

落合 克仁 (下館武)

14 吉江 諒真 (士徳会) 欠 飯塚 直紀 (如月会)

13 高木 瑛史 (天武会) 34

伊藤 海 (雅劍志会)

12 齋藤 京介 (自燈) 33 中里 杏寿 (須賀)

11 木村 真由 (猿島) 32

秋森 心 (岩井)

10 城 翔太 (須賀) 31 神藤 綾人 (妻東剣)

9 関 諒 (中田) 30

与座 麗奈 (櫻上水)

8 宮本 泰誠 (谷田部) 29 坂井 和心 (北竜台)

7 生駒 たまを (岩間) 欠

河内 謙太朗 (天武会)

6 菟原 遥 (なでしこ) 27 倉持 和輝 (一心会)

5 中島 脩二 (学園) 26

毛受 有梨香 (出城)

4 唐口 碧 (如月会) 25 持丸 拓哉 (谷田部)

3 柴山 颯太 (下館武) 24

橋本 昇暉 (士徳会)

2 豊田 泰生 (岩井) 23 竹之内 治人 (自燈)

1 中里 翔 (五葉館) 22



中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部 優勝：石井 裕都(紫西会) 第三位：疋田 航(なでしこ)

準優勝：渡邊 亜朗(石下剣) 第三位：松井 一馬(朝日道場)

不戦

不戦

不戦

松井 一馬 (朝日道場)

不戦

不戦

不戦

秋葉 大樹 (八千代一中)

渡辺 康生 (士魂会)

礒 亮太 (下妻中)

栗原 陽大 (鬼怒西)

増山 達也 (八千代一中)

不戦

橋本 大和 (櫻上水)

47 山口 海翔 (剣誠会) 94

寿々木 春臣 (岩間)

46 伊勢山 祐快 (岩間) 93 吉川 智明 (妻東剣)

45 渡邉 龍亜 (下妻中) 92

44 海老原 大地 (仁武舘) 欠 鶴巻 智哉 (猿島)

43 町田 巧弥 (士徳会) 90

野村 一心 (千代川中)

42 池田 吉輝 (千代川中) 89 秋山 貴詞 (天武会)

41 安達 由樹 (大和) 88

欠 松尾 蛍樹 (天武会) 87 藤本 大晴 (自燈)

39 疋田 航 (なでしこ) 86

不戦

38 滝本 翔大 (自燈) 85 桜井 翔天 (なでしこ)

37 菊地 慎之介 (八千代一中) 84

会沢 朋也 (小桜)

欠 鶴見 大樹 (猿島) 欠 大里 竜也 (下妻中)

35 須澤 優希 (八千代) 82

不戦

34 中村 聡志 (如月会) 81 伊藤 春喜 (明野)

33 石塚 舞翔 (岩井) 80

32 佐藤 和貴 (雅劍志会) 79 永塚 弘法 (中田)

31 井上 智貴 (櫻上水) 78

大嶋 拓仁 (如月会)

30 小野 優輝 (下妻剣志舘) 77 加藤 龍紀 (大和)

29 石野 翔太 (千代川中) 76

28 小川 大良 (境) 75 広瀬 竜司 (千代川中)

27 古宇田 大輔 (明野) 74

佐久間 葵衣 (下妻剣志舘)

26 山﨑 旭陽 (鬼怒西) 欠 菊地 陽太 (豊里)

25 市村 広樹 (谷田部) 72

欠 小竹 一輝 (八千代) 71 秋葉 由人 (八千代)

欠 中山 翼 (下妻剣志舘) 欠

不戦

関野 湧太 (学園)

22 石井 裕都 (紫西会) 69 和地 真渚人 (至誠館)

21 大藤 恭瑛 (小桜) 68

福岡　志音 (須賀)

欠 鶴見 航 (一心会) 67 中村 琉星 (三和)

濱野 快 (仁武舘)

17 淀縄 柾斗 (松代) 欠

不戦

松本 大河 (千代川中)19 井上 聡太 (士魂会) 66

18 久保田 朋哉 (妻東剣) 65

泉 太陽 (土警道場)

16 猪瀬 真裕 (千代川中) 欠 落合 大和 (士徳会)

15 皆藤 丈琉 (土警道場) 62

石川 元太 (八千代)

14 小嶋 隼 (朝日道場) 61 根本 夏希 (一心会)

小木曽 太陽 (下妻東部中)

11 石橋 曲都 (五葉館) 欠

不戦

不戦

浦上 晃汰 (下妻中)欠 野口　堅多 (須賀) 60

12 千國 千嘉 (八千代) 欠

須藤 駿介 (千代川中)

10 酒寄 珠璃 (明野剣) 57 大岡 真尋 (五葉館)

欠 村田 隼磨 (下妻剣志舘) 56

不戦

坂井 康平 (北竜台)

(雅劍志会)

8 五十嵐 一駿 (八千代一中) 欠 渡邉 武蔵 (紫西会)

7 千葉 愁斗 (三和) 54

藤井 幹大 (岩井)

6 五藤 智 (学園) 53 倉持 僚太 (明野剣)

5 山中 湧太 (豊里) 52

4 石塚 僚 (千代川中) 51 小口 碧士 (下妻中)

岩﨑 龍也

渡邊 亜朗 (石下剣)

2 舟山 大翔 (水海道) 49 小林 翔 (八千代一中)

1 髙橋 靖登

有泉 翔琉 (谷田部)3 米原 太陽 (下妻中) 50

(石下剣) 48



中学生女子の部中学生女子の部中学生女子の部中学生女子の部 優勝：三輪 絢子(雅劍志会) 第三位：太田垣 柚奈(水海道)

準優勝：中村 泉水(なでしこ) 第三位：鶴見 彩夢(一心会)

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

不戦

三輪 絢子 (雅劍志会)31 齋藤 莉胡 (境) 62

春日 由菜 (櫻上水)

30 野尻 真未 (つくば) 61 廣瀬 愛莉 (八千代一中)

29 武藤 安希 (下妻) 60

坂入 萌菜 (士徳会)

28 栗原 乃々 (士徳会) 59 塚田 有咲 (下妻)

27 小林 美咲 (妻東剣) 58

野口 めぐみ (水海道)

欠 長島 礼奈 (五葉館) 57 篠原 友香 (大和)

25 堀越 亜希 (雅劍志会) 56

細川 彩蘭 (鬼怒西)

24 太田垣 柚奈 (水海道) 55 北居 藍 (八千代)

欠 石川 菜智 (八千代) 54

江崎 凪咲 (谷田部)

22 飯岡 叶恵 (石下剣) 53 三木 香乃 (松代)

欠 鈴木 音色 (土警道場) 52

篠原 明日花 (猿島)

欠 増渕 歩美 (大和) 欠 工藤 美羽 (小桜)

19 根本 美里 (岩間) 50

小松崎 聖羅 (岩間)

18 山越 穂香 (小桜) 49 赤城 ひかり (明野)

17 藤木 友花 (明野) 48

須貝 文音 (土警道場)

16 増田 羽純 (猿島) 欠 野田 萌加 (仁武舘)

15 相原 双葉 (下館武) 46

菊池 優杏 (明野剣)

欠 小林 香菜 (八千代一中) 45 中村 千秋 (如月会)

13 山口 洸佳 (谷田部) 44

落合 椿 (下妻)

12 北山 さくら (剣誠会) 43 鶴見 彩夢 (一心会)

11 程田 七海 (鬼怒西) 42

田﨑 彩名 (下館剣)

10 中村 泉水 (なでしこ) 欠 秋山 珠優 (剣誠会)

9 永田 歩 (朝日道場) 40

飯田 眞生 (朝日道場)

8 鶴巻 美花 (一心会) 欠 中村 美空 (八千代一中)

7 大久保 さくら (下妻) 38

石田 夏菜 (豊里)

6 小林 麗奈 (如月会) 37 古沢 優香 (境)

5 小堀 彩伽 (下館剣) 欠

石塚 絵理香 (石下剣)

4 篠崎 陽咲子 (自燈) 35 山田 鈴夏 (下館武)

3 飯島 桂 (豊里) 34

小野 凜都 (五葉館)

2 堀江 真利菜 (明野剣) 33 吉岡 寧音 (北竜台)

1 渡橋 美帆 (櫻上水) 32



一般男子の部一般男子の部一般男子の部一般男子の部 優勝：岩見 祐介(仁武舘) 第三位：荒井 健(八千代)

準優勝：佐藤 信利(雅劍志会) 第三位：森谷 攻(剣誠会)

不戦

(妻東剣)

(土警道場)

(岩井)

27 岩見 祐介 (仁武舘)

(学園)

(五葉館)

13 杉山 直也 (士徳会) 26

牧寺 雅巳

12 上田 祥 (五葉館) 25 間庭 大輔

11 大槻 暢朗 (学園) 24

藤井 一喜

10 平山 正樹 (雅劍志会) 23 荒川 茂也

9 成田 雅規 (鬼怒西) 22

安田 直也

倉金 正行

(境)

8 荒井 健 (八千代) 21 千葉 勝弘 (三和)

7 倉谷 佳治 (天武会) 20

高木 哲 (天武会)

6 大橋 一晴 (松代) 19 森谷 攻 (剣誠会)

欠 山上 治彦 (剣誠会) 18

鈴木 勝利 (鬼怒西)

4 大橋 正美 (妻東剣) 17 市川 和紀 (雅劍志会)

3 中村 雅義 (三和) 16

佐伯 寅彦 (学園)

2 野口 晴幸 (猿島) 15 中山 敦夫 (猿島)

1 佐藤 信利 (雅劍志会) 14



一般女子の部一般女子の部一般女子の部一般女子の部 優勝：遠藤 道代(士徳会) 第三位：水越 みどり(士徳会)

準優勝：熊木 香里(士徳会) 第三位：中山 孝子(下妻剣志舘)

13 中島　友子 (学園)

11 椎名 和美 (仁武舘)

12 水越 みどり (士徳会)

9 遠藤 道代 (士徳会)

10 輕部 千晶 (下妻剣志舘)

7 中山 孝子 (下妻剣志舘)

8 荒川 恵美 (土警道場)

5 大橋 智恵子 (松代)

6 石塚 彰子 (岩井)

3 鷲津 美江 (土警道場)

4 渡部 雅代 (天武会)

1 熊木 香里 (士徳会)

2 佐久間 裕子 (仁武舘)


