
22.10.24 区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

2010 優勝  安行剣道クラブA  斎藤 俊博 山田 真也 宮原 寿江 小櫃 香月 蓮沼 彩香 ー

準優勝 爽風舘剣道クラブA  藤田 利雄 渡辺 壮真 渡部 祐輝 日野 匠巳 渡辺 巧海 ー

３位  一心館  堀米 博登 斉藤　黎 山崎 果林 佐々木景友 佐藤みなみ ー

３位  蕨市南剣道クラブB  鷹野 浩美 田中 駿匡 小林 朋幸 山本 莞典 渡部勇二郎 ー

敢闘賞 西東京市剣友会  橘　克哉 紅林爽音 橘　克道 尾崎友郁 紅林 翔暉 ー

敢闘賞 関剣友会  釜下　基 北野 真生 佐々木泰智 島田　恵 釜下　世 ー

敢闘賞 花栗剣友会  福永 正子 千葉 寛生 栗原 桜子 福永 景乃 鈴木芙紗代 ー

敢闘賞 豊島剣友会  石本 朋己 磯貝 青音 千葉 聖奈 尾前 和彦 佐藤 海渡 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 清浄院剣道教室A 岩佐　明 西田 大紀 石川　雅 伊東 大輝 佐藤 優介 高松 一輝

準優勝 安行剣道クラブA 斎藤 俊博 中村　隆 蓮沼 彩香 小山 沙織 山崎 如恵 八谷　玲

３位 白岡町剣道連盟 井上日出巳 永井啓一朗 金澤 広大 浅川 武蔵 井上 将吾 森川 泰大

３位 桜南剣友会A 池田 省吾 小林幸多郎 高山 祐佳 高嶋 怜奈 畑中 源太 池田 浩気

敢闘賞 一心館 佐藤 友昭 佐藤　迅 桑原 立樹 伊藤 駿大 斉藤 大介 佐藤みなみ

敢闘賞 荻島剣道クラブ虔武館龍 石井 宏幸 美谷島隆也 三田 喜子 工藤 多恵 吉田 遥菜 金丸 鮎海

敢闘賞 蕨市南剣道クラブ 高田 良彦 砂押 拓樹 小林 弘幸 渡部勇二郎 櫻井 裕介 大崎 洋来

敢闘賞 芝ｽﾎﾟｰﾂセンター少年少女剣道クラブ 佐藤幸喜 長嶋　駿　 長嶋　舞 佐藤 美月 大石 勝也 土屋　陸

優勝  荻島剣道クラブ虔武館龍  己ノ瀬弘司 金丸　巧 杉本　至 埜口 一生 向佐 文孝 堀川　 峻

準優勝 草加中央剣友会  五十嵐博紀 内山 裕明 大熊 伶弥 荒川 紘旭 松本健太郎 五十嵐玲音

３位  桜南剣友会  中西 直子 小泉　豊 稲本 光河 服部 大輔 西山 恭平 小島 広大

３位  白岡町剣道連盟  古谷 勇一 中島 啓太 北澤 和昌 古川　奨 若山 大樹 古谷 竜也

敢闘賞 松伏剣道連盟  横川 隆明 寺岡 彦基 佐々木圭哉 赤川 貴大 西内 大輔 坂本 高哉

敢闘賞 関剣友会  釜下　基 岩浅　巧 福原　豪 井上 雄大 佐々木 慧 入内島康平

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館鷲  己ノ瀬弘司 西山健太郎 辻　和也 新井　彰人 山本 伊織 中山 宏樹

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館虎  己ノ瀬弘司 高梨 誠人 三瓶　颯 毛利 優太 石井 優大 石川 尚樹

優勝 安行剣道クラブB 斎藤 俊博 指宿 桃奈 - 中山みどり - 日比野風砂

準優勝 安行剣道クラブA 斎藤 俊博 中山 美紗 - 木村 里菜 - 田中 優美

３位 越谷剣道クラブ  高瀬 英治 鈴木 恵美 - 上野　栞 - 長谷川佳苗

３位 出羽剣友会  松浦平八郎 上原 冬奈 - 佐藤 実花 - 齋藤 恵理

敢闘賞 上尾ひまわり少年剣道教室Ａ  稲子　和 厚木 紗里 - 内田 莉菜 - 定岡 美穂

敢闘賞 白岡町剣道連盟  高山　偉 斉藤 仁美 - 浦田　楓 - 小島 彩加

敢闘賞 上尾ひまわり少年剣道教室Ｂ  稲子　和 長谷川  葵 - 市村明日香 - 市川 幸穂

敢闘賞荻島剣道クラブ虔武館撫子己ノ瀬弘司 埜口 志穂 - 石井優希菜 - 斉藤　葵
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　主催：荻島剣道クラブ・虔武館

（敬称略）

監督 先鋒 中堅 大将 元立

優　勝  蕨市南剣道クラブA  高橋正広 田中駿匡 領家康志郎 山本莞典 渡部勇二郎

準優勝  清浄院剣道教室B  佐藤健太 大越拓海 堀江拓馬 鈴木颯太 工藤倫太郎

第３位  蕨市南剣道クラブB  手川正義 中村亮太 海野哲史 小林朋幸 小林弘幸

第３位  上尾ひまわり少年剣道教室Ａ  稲子　和 鈴木美羽 原　由晏 大西李英 松江匠真

敢闘賞  野木剣友会Ａ  高橋洋行 風見優斗 針谷和導 高橋侑輝 加納陽平

敢闘賞  草加中央剣友会  小橋　賢 小橋優介 永園拓斗 松川奈央 中島拓斗

敢闘賞  春日部剣真会  原田吉孝 遠藤かすみ 小野塚佑和 嵐　多恵 西澤拓真

敢闘賞  一心館  早川裕子 齋藤　晧 福田拓美 佐藤ちひろ 伊藤駿太

監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優　勝  鬼高剣友会Ｂ  畑中憲司 畑中秀成 山口真生 笠井章雄 山野寛治 髙橋　匠

準優勝  桜南剣友会Ａ  岡本龍二 池田浩気 土屋早織 高嶋怜奈 小林幸多郎 畑中源太

第３位  白桜剣友会Ａ  鈴木正八 川越雄太 鈴木那奈 杉本滉歩 厚見春名 本間広大

第３位  安行剣道クラブA  清水重宣 稲熊悠太郎 金子円花 中村　陸 山田洸太 清水茂之

敢闘賞  清浄院剣道教室A  岩佐　明 伊東大輝 山田敦也 高松雄斗 石川　雅 西田大紀

敢闘賞  松伏剣道連盟A  横川隆明 横川胡桃 萩原　遼 加藤優貴 岡野力也 石川雄大

敢闘賞  芝ｽﾎﾟｰﾂセンター少年少女剣道クラブ  小山正美 新井さくら 森田美香 青木一真 中澤栞月 長嶋　駿

敢闘賞  野木剣友会  岡部洋一 小川睦生 岡部汰知 中山和喜 田村　新 加納陽平

監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優　勝  草加中央剣友会  小橋　賢 荒川玄暉 加藤信広 大熊怜弥 佐山拓巳 内山裕明

準優勝  荻島剣道クラブ虔武館龍  己ノ瀬弘司 高梨誠人 西山健太郎 三瓶　颯 辻　和也 金丸　巧

第３位  吉川剣友会（新潟）  山岸晃一 杉田慎治 坪井　晃浩 小田湧真 杉山太朗 桝澤康貴

第３位  上尾ひまわり少年剣道教室Ｂ  稲子　和 佐藤信一郎 直之　翼 菅原秀馬 金子侑史 竹脇宏樹

敢闘賞  上尾ひまわり少年剣道教室Ａ  稲子　和 吉田周平 坂本壱章 橋本　陸 西田　司 中村　俊

敢闘賞  鬼高剣友会  中山憲司 中山曜脩 吉田竜馬 篠原　瑠 小林勇輝 水口雄太

監督 先鋒 中堅 大将

優　勝  吉川剣友会（新潟）  山岸晃一 長澤悠希 横田実穂 横田美穂

準優勝  荻島剣道クラブ虔武館雛菊  己ノ瀬弘司 工藤多恵 安井飛鳥 金丸鮎海

第３位  安行剣道クラブＡ  清水重宣 中山美紗 土谷実夢 田中優美

第３位  安行剣道クラブＢ 清水重宣 蓮沼彩香 指宿桃奈 日比野凪砂

敢闘賞  埼玉大学教育学部付属中学Ａ  二瓶　剛 高久保香子 曾根萌香 佐々木萌

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館撫子  己ノ瀬弘司 埜口志穂 内田千尋 石井優希菜

小学生の部

中学生男子の部

中学生女子の部

第11回彩の国清虔杯剣道大会結果

 平成23年10月9日（日）　於：越谷市総合体育館

　後援：（公財）埼玉県剣道連盟・（財）全日本剣道道場連盟・埼玉県剣道道場連盟・越谷市剣道連盟

基本の部



基本の部基本の部基本の部基本の部

団体名 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち

優勝 蕨市南剣道クラブＡ 永洞勝也 永洞希空 沼野井蓮 小川彰太郎 中村純士

準優勝 蕨市南剣道クラブＢ 岩田剛志 岩田真悟 高橋ひかる 小川亜香 内柴昌哉

第３位 上尾ひまわり少年剣道教室Ａ 関根　忠 新村太一 林　隆成 江田祐輔 藤田竜希

〃 武蔵館Ｂ 今濱由美子 田伏晋太郎 水野翔太 浅崎伶王 熊木照太

敢闘賞 爽風舘剣道クラブ 久保田貞雄 柴　悠将 渡邊昂生 田中駿太郎 長澤輝星

〃 草加中央剣友会 岡島信保 松川明央 岡島理紗 中島　響 今澤知哉

〃 一心館 佐藤友昭 齊藤　皓 佐藤なるみ 青山桃伍 齊藤　黎

〃 上尾ひまわり少年剣道教室Ｃ 関根　忠 北井雄人 西野響輝 宮下響紀 関根弘晟

小学生の部小学生の部小学生の部小学生の部

団体名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 鬼高剣友会Ａ 中山憲司 山口真生 柿沼伶奈 渡邉智滉 笠井咲代 山野寛治

準優勝 武蔵館Ａ 今濱由美子 熊木照太 丸尾勇太 清水翔太 豊田虎太郎 飯塚祐太

第３位 蕨市南剣道クラブＡ 高田良彦 山本莞典 沼野井遼 佐藤　光 内柴昌哉 中村純士

〃 白岡市剣道連盟 井上日出巳 永井啓一朗 木部誠也 上野稜平 鎌田　樹 皆木隆輝

敢闘賞 足立振武会 谷口　光 竹中海人 竹内翔馬 荒木奏丞 松本蓮也 福地悠希

〃 越谷剣道クラブＢ 小川真治 北野真生 上木蒼太 佐々木葉名 上木就斗 小川真英

〃 清浄院剣道教室Ａ 岩佐　明 西田一紀 永野俊輔 工藤倫太郎 岩佐陸生 小島彩楓

〃 館林赤羽剣友会Ｂ 小川真弓 水野　駆 小川真琴 渡邉優季 小島瑶平 山口明日香

中学男子の部中学男子の部中学男子の部中学男子の部

団体名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 越谷剣道クラブ 伯耆田聡男 鈴木拓海 佐々木優 倉田雅弘 井田全信 伯耆田智哉

準優勝 草加中央剣友会 岡島信保 荒川玄暉 加藤信広 大野寿樹 佐山拓巳 大熊伶弥

第３位 梅本少年剣友会 福野寅太郎 堀井諒人 桃ひめか 青山由加 髙橋航太 浅田佳央

〃 吉川市立南中学校Ａ 山田史和 虎谷優祐 名倉和哉 佐々木嵩 石田滉輝 椎名良樹

敢闘賞 蕨市南剣道クラブ 大﨑　明 渡部勇二郎 寺松利佳 小林弘幸 山本瑛祐 大﨑洋来

〃 上尾ひまわり少年剣道教室Ｂ 稲子　和 濱村謙伍 五十嵐海真 笹本達正 宮下祐羽紀 榎本正明

〃 安行剣道クラブ 金子高明 中村　陸 清水茂之 八谷　玲 山田洸大 齋藤悠太

〃 館林赤羽剣友会 森　勇 山田雄太 髙橋康彦 根岸　優 冨塚祐弥 佐久間　甫

中学女子の部中学女子の部中学女子の部中学女子の部

団体名 監督 先鋒 中堅 大将

優勝 桜南剣友会 岡本龍二 細見藍花 小林伽蓮 伊藤有菜

準優勝 安行剣道クラブ 金子高明 小櫃晴月 山﨑如恵 土谷実夢

第３位 荻島剣道クラブ虔武館撫子 己ノ瀬弘司 埜口志穂 金丸鮎海 石井優希菜

〃 荻島剣道クラブ虔武館雛菊 己ノ瀬弘司 白鳥裕乃 藤本日南 安井飛鳥

敢闘賞 上尾ひまわり少年剣道教室 稲子　和 原田真衣 小田川瑞枝 大西瑛子

〃 越谷市立西中学校 富永祐介 佐野朱音 瀬戸瑞代 中島千尋

〃 荻島剣道クラブ虔武館乙女 己ノ瀬弘司 三田喜子 金子明日香 吉田遥菜

〃 花栗剣友会 島　和美 島　依世 鈴木悠里可 福永妙乃

第12回彩の国清虔杯剣道大会結果表第12回彩の国清虔杯剣道大会結果表第12回彩の国清虔杯剣道大会結果表第12回彩の国清虔杯剣道大会結果表

（平成２４年１２月１５日、於：越谷市総合体育館）



区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

優勝  清浄院剣道教室B 横川隆明 横川美稀 西田瑞紀 石川凛果 伊東大夢 ー

準優勝  清浄院剣道教室A 横川隆明 安部滉樹 工藤智康 三輪拓輝 工藤倫太郎 ー

３位  爽風舘剣道クラブ 久保田貞雄 萩原千裕 松澤美風 佐竹陽菜 柴　悠将 ー

３位  越谷剣道クラブ 厚川陽康 倉田大翼 安藤夏未 大久保寿馬 大久保颯馬 ー

敢闘賞  城北剣志会 山田剛史 山田弥沙樹 木賊実莉 板場飛空 小林麻妃呂 ー

敢闘賞  西東京市剣友会 山本佐代子 山本萌々夏 佐原芙雪 韮塚空歩 佐原克基 ー

敢闘賞  上尾警察署ひまわり少年剣道教室A 矢坂信人 関根健心 宮下響紀 北井雄人 関根弘晟 ー

敢闘賞  春日部剣道会 淺野修蔵 村山凌駕 間野目拓海 竹内真由子 村田寛大 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 鬼高剣友会A 中村裕太 山野慎治 髙橋怜志 岡本尚弥 笠井咲代 渡邉智滉

準優勝 武蔵館 平吹博美 小林歩夢 伊藤祥汰 福間史歩 土井晴裕 熊木照太

３位 桜南剣友会A 岡本龍二 池田莉菜 岡田光昇 斎藤花帆 岡本悠花 井上貫生

３位 安行剣道クラブ 福田尚人 山田真也 橘　拓希 館野豪宏 金井將瑛 小櫃香月

敢闘賞 清浄院剣道教室A 岩佐　明 工藤倫太郎 芹沢聖布 西田一紀 清家悠司 永野俊輔

敢闘賞 爽風館剣道クラブB 岡野淳子 渡辺壮真 岡野達也 越智雅章 富樫希武 日野匠巳

敢闘賞 川崎御幸剣友会 垣井洋之 岸本匠人 垣井さくら 岸本彩香音 岸本美空 垣井くるみ

敢闘賞 館林赤羽剣友会A 曽原一秀 小林　蓮 篠原彩音 根岸瑞季 海老小川美李依 金子彰悟

優勝  鬼高剣友会 山口　浩 山口真生 山野寛治 笹井彰雄 鈴木健介 髙橋　匠

準優勝  吉川市立吉川南中学校A 山田史和 成澤海悠 釜下　世 佐々木優 名倉和哉 石田滉輝

３位  館林赤羽剣友会 曽原一秀 髙橋康彦 小島瑶平 渡邉優季 根岸　優 山田雄太

３位  蕨市南剣道クラブ 門馬三郎 渡部勇二郎 中村純士 小林弘幸 黒澤三葵 大崎洋来

敢闘賞  上尾警察署ひまわり少年剣道教室A 稲子　和 日野瑞己 濱村謙伍 笹本達正 関根悠介 松江匠真

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館 己ノ瀬弘司 工藤大生 飯島祥文 上原拓馬 鈴木拓真 瀬戸芳宣

敢闘賞  爽風舘剣道クラブ 池上好江 長澤輝星 吉田暁 岡田彩花 佐々木竣佑 佐藤玄弥

敢闘賞  安行剣道クラブ 福田尚人 中村　陸 清水茂之 八谷　玲 山田珖太 小櫃香月

優勝 荻島剣道クラブ虔武館撫子 己ノ瀬弘司 藤本日南 - 吉田遥菜 - 金丸鮎海

準優勝 荻島剣道クラブ虔武館雛菊 己ノ瀬弘司 三田喜子 - 瀬戸瑞代 - 金子明日香

３位 関剣友会 釜下　基 佐藤菜央 - 佐藤瑠莉 - 沓掛美織

３位 友心館剣道 川越孝宏 小林彩恵 - 尾上千尋 - 川越　瞳

敢闘賞 吉川市立吉川南中学校A 山田史和 福本莉佳子 - 和地菜月 - 武田　葵

敢闘賞 蕨市南剣道クラブ 高田良彦 岡田さやか - 赤松利佳 - 野口美煕

敢闘賞 荻島剣道クラブ虔武館乙女 己ノ瀬弘司 金子瑞季 - 吉田玲愛 - 金子彩也香

敢闘賞 埼玉大学教育学部付属中学校A 二瓶　剛 鈴木花恋 - 宮下未羽 - 高橋真理
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区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

優勝  清浄院剣道教室B 岩佐明 横川美稀 西田瑞紀 石川凛果 伊東大夢 ー

準優勝  爽風舘剣道クラブB 佐竹敬子 武藤充樹 石井奏名 佐竹陽菜 馬場泰知 ー

３位  安行剣道クラブA 永尾隆貴 金井慧護 永尾絋貴 宮原光司 千賀悠翔 ー

３位  清浄院剣道教室A 高田新次 阿部滉樹 工藤智康 三輪拓輝 阿部達樹 ー

敢闘賞  桜南剣友会A 池田省吾 岡本健太郎 牧口　響 進藤凛琥 池田莉菜 ー

敢闘賞  爽風舘剣道クラブA 藤田利雄 松澤美風 馬場美虹 萩原千裕 柴　悠将 ー

敢闘賞  桜南剣友会B 廣田一尚 松井かのん 間所　凛 間所　唯 岡田光昇 ー

敢闘賞  春日部剣道会A 澤島賢一 二田愛菜 蓮見勘汰 美代元俊輔 石田清仁 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 梅本少年剣友会 福野寅太郎 中臺潤希 福野賢二郎 伊藤悠生 鈴木穂紀香 髙橋創太

準優勝 武蔵館A 今濱由美子 小林瞬也 平吹侑也 土井康頌 清水雅哉 松井堅心

３位 清浄院剣道教室A 高田新次 横川さくら 遠藤瞬也 伊藤大夢 髙橋一央 阿部達樹

３位 爽風舘剣道クラブA 柴　浩史 岡野達也 柴　悠将 馬場泰知 藤田知貴 松澤慧士

敢闘賞 鬼高剣友会A 中山憲司 髙橋怜志 榎原颯大 田村愛果 笠井咲代 岡本尚弥

敢闘賞 安行剣道クラブA 小田井貞雄 千賀悠翔 服部政胤 立花拓希花 秋元俊太 千賀悠稀

敢闘賞 蕨市南剣道クラブB 高田良彦 沼野井蓮 奥井亨陽 小林亜香 小林明幸 小川彰太郎

敢闘賞 友心館剣道 川越孝広 川越大生 宮本和樹 尾上晴彦 箕田峻大 伊藤拓実

優勝  清浄院剣道教室 岩佐　明 岩佐陸生 永野俊輔 伊東大輝 石川　雅 西田大紀

準優勝  鬼高剣友会A 中山憲司 柿沼輝 金子玲穏 笠井章雄 根間勇守 髙橋　匠

３位  梅本少年剣友会 福野寅太郎 福野新太郎 小川凌大 岡﨑雅晴 浅田佳央 髙橋諒太

３位  蕨市南剣道クラブ 門馬　三郎 沼野井遼 内柴昌哉 中村純士 齋藤一英 渡部勇二郎

敢闘賞  鎌ヶ谷剣弘会 速水武人 瀧澤和樹 横山隼人 長谷川友紀 太田将輝 皆川佑介

敢闘賞  館林赤羽剣友会 曽原一秀 金子彰悟 渡邉優季 小島瑶平 海老子川美李依 根岸優馬

敢闘賞  一心館 早川尚志 齊藤　黎 大塚伊織 佐藤　迅 田村航也 伊藤駿太

敢闘賞  春日部剣真会 水原義明 杉内七夏海 平野貴也 井上沙弥香 西澤拓真 嵐　恒平

優勝 清浄院剣道教室 岩佐　明 望月彩葉 - 小島彩楓 - 小沼夢姫

準優勝 荻島剣道クラブ虔武館 己ノ瀬弘司 金子彩也香 - 吉田玲愛 - 金子明日香

３位 鎌ヶ谷剣弘会 速水武人 河野真歩 - 土澤星理奈 - 瀧澤真由

３位 安行剣道クラブ 清水重宣 平井　希 - 中山千香子 - 小櫃晴月

敢闘賞 花栗剣友会 島　和美 福永景乃 - 古巣愛悠 - 島　依世

敢闘賞 桜南剣友会 池田省吾 岡本悠花 - 伊勢屋咲輝 - 高山祐佳

敢闘賞 草加中央剣友会 植村寛治 古屋花菜 - 秋元咲樹 - 永園みずき

敢闘賞 鬼高剣友会 中山憲司 河合優花 - 伊藤知里 - 柿沼伶奈

平成26年10月12日
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