
区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

優勝  御幸剣道クラブ 森本明則 鷹箸翼 上野愛莉 深石空良 上野愛翔 ー

準優勝  館林赤羽剣友会Ａ 三ツ森恵一 海老子川賢太 渡邉雅季 樫村大地 根岸　巧 ー

３位  武蔵館Ａ 今濱由美子 成嶋　悠 中村明優 松井望心 松井堅心 ー

３位  清浄院剣道教室Ａ 髙田新次 高橋未羽 阿部里虹 西田瑞紀 三輪拓輝 ー

敢闘賞  清浄院剣道教室Ｂ 髙田新次 遠藤諒也 角田慧大 金山柊真 横川さくら ー

敢闘賞  爽風舘剣道クラブＡ 萩原勇太 萩原千翔 池田　陽 川邊光翔 柴　悠将 ー

敢闘賞  上尾警察署ひまわり少年剣道教室Ｂ 田村祐一 浅倉涼太 田村青波 西田浬 北井雄人 ー

敢闘賞  草加中央剣友会 笠原裕之 石塚　響 小橋加奈 植村幸恵 吉永正輝 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 武蔵館Ａ 今濱雄二 浅崎伶王 平吹侑也 清水雅哉 松井堅心 小林瞬也

準優勝 蕨市南剣道ｸﾗﾌＡﾞ 大﨑　明 沼野井蓮 永洞希空 小林亜香 上野悠太 小川彰太郎

３位 梅本少年剣友会 福野寅太郎 渡辺暖果 内藤日菜 中臺潤希 浅田直也 福野賢二郎  

３位 清浄院剣道教室Ａ 髙田新次 石川凛果 工藤智康 三輪拓輝 横川美稀 横川さくら

敢闘賞 武蔵館Ｂ 今濱雄二 中村祐輔 田伏晋太郎 望月美玖 岡本錬真 土井康頌

敢闘賞 桜南剣友会Ａ 廣田一尚 岡田光昇 田熊碧海 小林貴翔 深瀬大貴 牧口　樹

敢闘賞 荻島剣道クラブ虔武館 藤井正幸 金子桜生香 岩嵜叶侑 藤井祥乃 松田一優 穂積武琉

敢闘賞 鬼高剣友会Ｂ 石井義人 山口秀都 根岸嗣英 石橋　舞 後藤　直 石井智也

優勝  梅本少年剣友会 福野寅太郎 池田圭吾 渡辺純史 児玉佑太 髙橋創太 岡﨑雅晴

準優勝  蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 高田良彦 小林朋幸 田中駿匡 海野哲史 領家康志郎 住友健悟

３位  鎌ヶ谷剣弘会 速水武人 長谷川友紀 瀧澤和樹 金子優介 太田将輝 皆川佑介

３位  春日部市立大沼中学校Ａ 松岡光弘 伊藤祥汰 西田一紀 北野真生 美谷島司 工藤晴裕

敢闘賞  清浄院剣道教室 髙田新次 伊藤大夢 永野俊輔 芹澤聖布 工藤倫太郎 岩佐陸生

敢闘賞  南越剣・栄進中合同 柴久喜均 小沼琉聖 野口遼太 上木就斗 畑中陽太 井上賢生

敢闘賞  一心館 古瀬義彦 岸康太郎 古瀬聖人 大塚伊織 忠末陽輝 齊藤　黎

敢闘賞  取手第二中学校Ｂ 羽生　昭 飯澤　稜 榎本祥太 笠原陽 池田士龍 登坂玲央

優勝 清浄院剣道教室 髙田新次 横川胡桃 - 望月彩葉 - 小島彩楓

準優勝 春日部市立大沼中学校 松岡光弘 竜崎愛希 - 平吹柚果 - 小川真英

３位 吉川市立吉川南中学校Ａ 清水恵子 釡下　鼓 - 石田結子 - 佐々木葉名

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

敢闘賞 爽風舘剣道クラブＡ 久保田貞雄 鈴木かれん - 渡邉彩乃 - 藤田菜央

敢闘賞 梅本少年剣友会 福野寅太郎 上田由奈 - 森未菜美 - 上田亜美香

敢闘賞 桜南剣友会Ａ 廣田一尚 岡本悠花 - 田中千鶴 - 伊勢屋咲輝

敢闘賞 荻島剣道クラブ虔武館 己ノ瀬弘司 金子瑞季 - 吉田玲愛 - 金子彩也香
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部
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区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

優勝  浦安本部道場 川口高志 北川咲冬 松本熙心 加藤将翔 小野寺龍偉 ー

準優勝  上尾警察署ひまわり少年剣道教室Ａ 太田垣義明 齋藤彰斗 吉橋和輝 岡田康太 北井雄人 ー

３位  清浄院剣道教室Ｂ 髙田新次 高山拓人 戸張叶崇 川俣聖斗 工藤智康 ー

３位  一心舘 早川尚志 早川双逢 山下柊哉 齊藤　敦 山下晴斗 ー

敢闘賞  館林赤羽剣友会Ａ 水野祥一 有馬早紀 櫻井健憲 水野　碧 海老子川賢大 ー

敢闘賞  野木剣友会Ａ 関根章弘 渋谷壮真 佐々木美歩 高橋昂生 田村　緑 ー

敢闘賞  野木剣友会Ｂ 高橋洋行 近藤璃隠 海老沼海斗 高橋敏生 安部眞宗 ー

敢闘賞  鬼高剣友会Ｂ 粕谷正人 中西彩歌 粕谷　楓 井上大助 四十物柚月 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 上尾警察署ひまわり少年剣道教室Ａ 太田垣義明 関根健心 冨田夏音 太田垣大智 矢坂　啓 北井雄人

準優勝 浦安本部道場 川口高志 北川楓真 大槻まあれ 小野寺龍偉 武笠旅人 志田一夏

３位 爽風舘剣道クラブＡ 川邊賢子 川邊光翔 萩原千裕 武藤充樹 鳥谷部翼 佐竹陽菜

３位 安行剣道クラブＡ 村田宏明 金井慧護 服部紗也香 永尾紘貴 高嶋大輝 宮原光司

敢闘賞 鬼高剣友会 山口　浩 根岸嗣英 粕谷柚月 四十物柚月 西川拓澄 田中太陽

敢闘賞 越谷剣道クラブ 小川真治 倉田大翼 安藤夏未 大久保寿馬 北野紅緒 上木蒼太

敢闘賞 松原剣道スポーツ少年団 西田伸二 小田　隼 高橋悠太 髙安里玖 英和　花 西田ひよ凜

敢闘賞 御幸剣道クラブＡ 深石英樹 早乙女裕紀 深石空良 川上毅大 安田海翔 上野愛翔

優勝  吉川市立吉川南中学校Ａ 和田昴大 中尾太紀 三好賢和 齋藤拓究 松原伶治 河面啓太

準優勝  爽風舘剣道クラブ 津嶋民子 松澤慧士 津嶋健太 尾後和昌 藤田智貴 伊藤駿祐

３位  館林赤羽剣友会 曽原一秀 根岸　巧 小島英士 水野　陽 篠原彩音 根岸瑞季

３位  取手第二中学校 飯塚良晴 町田大我 榎本祥汰 五十嵐翔 町田宇宙 五十嵐大智

敢闘賞  蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 大崎　明 田中駿匡 住友健悟 山本莞典 海野哲史 領家康志郎

敢闘賞  安行剣道クラブＡ 齋藤俊博 千賀悠翔 服部政胤 小櫃香月 橘　拓希 山田真也

敢闘賞  野木剣友会 近藤正規 有住優人 近藤緒斗 安部伊織 髙𣘺侑輝 針谷和導

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館 己ノ瀬弘司 武藤慧士 金子桜生香 穂積武琉 藤井祥乃 岩嵜颯太

優勝 吉川市立吉川南中学校Ａ 山田史和 釜下　鼓 - 木村巴南 - 佐々木葉名

準優勝 桜南剣友会Ａ 廣田一尚 上田朱音 - 高田七海 - 池田莉菜

３位 清浄院剣道教室 髙田新次 小島緋莉 - 一戸夢香 - 高松真央

３位 越谷剣道クラブ 小川真治 安田有花 - 安藤夢柯茄 - 長谷川光里

敢闘賞 越谷市立西中学校 石崎文仁 林　明歩 - 飯野　環 - 坂井花凛

敢闘賞 上尾警察署ひまわり少年剣道教室Ａ 田村裕一 矢坂　麗 - 田村帆々美 - 大西季英

敢闘賞 関剣友会Ａ 羽石習平 河端芙月 - 山村茉里香 - 頓田乃々香

敢闘賞 吉川市立吉川南中学校Ｂ 山田史和 中井双葉 - 渡邉咲蘭 - 菅野玲海

第１６回彩の国清虔杯剣道大会　試合結果
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291216 区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

2017 優勝  春日部剣道会Ａ 淺野修蔵 二田愛菜 蓮見勘汰 赤池悠太 村山凌駕 ー

準優勝  清浄院剣道教室Ｂ 髙田新次 横川香苗 阿部里虹 大月美月 阿部滉樹 ー

３位  関剣友会Ａ 釜下  基 高橋咲希 野内蒼衣 和地海月 酒井雄大 ー

３位  一心館Ｂ 早川裕子 深川大興 早川双逢 佐藤秀 丸山律真 ー

敢闘賞  花栗剣友会 岸  輝卓 奥山楽真 三瓶敦輝 天木嵩大 奥山史龍 ー

敢闘賞  武蔵館Ｂ 今濱雄二 伊藤豪紀 井川愛結花 渡辺  匠 伊藤江梨花 ー

敢闘賞  草加中央剣友会 笠原裕之 古澤　緯 市川柊都 飯塚涼太朗 岡島理紗 ー

敢闘賞  浦安本部道場Ｂ 川口高志 大槻冬哉 長谷川司 斗ヶ澤衛人 大槻まあれ ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 浦安本部道場Ａ 川口高志 大槻まあれ 北川楓真 小野寺龍偉 武笠旅人 坂田晃成

準優勝 館林赤羽剣友会 曽原一秀 金子凌太 渡邉雅季 海老小川賢大金子智景 樫村大地

３位 梅本少年剣友会Ａ 福野寅太郎 渡辺暖果 星　諒介 浅田直也 中䑓楓矢 小川蓮生

３位 野木剣友会 高橋洋行 渋谷壮真 近藤清穏 佐々木美歩 高橋敏生 高橋昴生

敢闘賞 清浄院剣道教室Ａ 髙田新次 遠藤諒也 横川美稀 石川凜果 阿部滉樹 鈴木悠斗

敢闘賞 御幸剣道クラブＡ 鷹箸　剛 鷹箸　翼 深石陽登 深石空良 上野愛莉 秋元亨文

敢闘賞 鬼高剣友会Ｂ 中村裕太 大野颯太 加来昂誠 松本誠也 西川拓澄 根岸嗣英

敢闘賞 越谷剣道クラブ 柳井正寿 北野晃生 佐々木彪瑠 小川真聖 柳井　渓 倉田大翼

優勝  蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 大崎　明 永洞希空 星野輝己 小川彰太郎 中村亮太 山本莞典

準優勝  越谷剣道クラブ 高瀬英治 上木蒼太 柳井　豪 大久保寿馬 北野真央 上木就斗

３位  梅本少年剣友会 福野寅太郎 中䑓潤希 上田由奈 石戸谷樹里 橋本拓音 福野賢二郎

３位  爽風舘剣道クラブ 柴 恵美子 尾後和昌 武藤充樹 山中春樹 大久保瑠真 柴 悠将

敢闘賞  吉川市立吉川南中学校Ａ 山田史和 押切椋太郎 今野大輝 松原伶治 山本寛人 三好賢和

敢闘賞  荻島剣道クラブ虔武館 己ノ瀬弘司 梅北綾司 佐藤吉斗 田村真土 松田一優 穂積武琉

敢闘賞  桜南剣友会 間所義明 岡田光昇 甲田　櫂斗 牧口　樹 田熊碧海 小林貴翔

敢闘賞  出羽剣友会 松浦平八郎 濱野克海 松浦綾乃 林 和希 武藤慧士 名倉拓真

優勝 越谷剣道クラブＡ 高瀬英治 菅澤未来 - 佐々木葉名 - 小川真英

準優勝 蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 大崎　明 平山桜百合 - 坪井愛花 - 小川亜香

３位 一心館 早川裕子 阿部心美 - 佐竹陽菜 - 佐藤なるみ

３位 荻島剣道クラブ虔武館 藤井正幸 金子桜生香 - 小島緋莉 - 藤井祥乃

敢闘賞 安行剣道クラブ 奥村貴史 上野　燦 - 安達采美 - 川井京香

敢闘賞 越谷剣道クラブＢ 高瀬英治 安藤夏未 - 内田　渚 - 北野紅緒

敢闘賞 吉川市立吉川南中学校Ｂ 萩原愛子 出浦琴美 - 高野優菜 - 山村茉里香

敢闘賞 城北剣志会 山本美保 杉村こころ - 柳澤菜々子 - 樝本　萌

第１7回彩の国清虔杯剣道大会　試合結果
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301222 区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

2018 優勝  浦安本部道場Ｂ 川口　高志 松本　禮志 斗ヶ澤衛人 木村　環汰 松本　熙心 ー

準優勝  春日部剣真会Ａ 三木　秀人 押田　悠希 土屋　晴汰 石渡　叶大 石渡　一颯 ー

３位  安行剣道クラブＡ 村田　潤子 齋藤　啓太 林　慶志 齋藤　颯太 千賀　怜瑛 ー

３位  上尾誠心会Ａ 岡田　眞一 齋藤　みい楠 林　莉乃 工藤　優 田村　青波 ー

敢闘賞  新郷剣道クラブＡ 板橋　一夫 高野　淳平 鈴木　煌生 櫻井　美月 櫻井　優輝 ー

敢闘賞  清浄院剣道教室Ｂ 髙田　新次 石渡　広陸 川原　健翔 高山　陸人 阿部　里虹 ー

敢闘賞  越谷剣道クラブＡ 柳井　正寿 中村　大雅 北野　碧緒 佐々木　瑠真 佐々木彪瑠 ー

敢闘賞  城北剣志会 山本　美保 猫島　伊織 根岸　大聖 山本　文路 李　志文 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 浦安本部道場 川口　高志 北川　咲冬 川村　和冬 加藤　将翔 斗ヶ澤悠人 松本　熙心

準優勝 鬼高剣友会Ａ 中山　憲司 大野　颯太 井上　大助 松本　誠也 加来　昂誠 根岸　嗣英

３位 鷲宮剣道クラブ 若林　耕多 相澤沙織里 小川　勇悟 森園　晃誠 岡本　昊誠 相澤　聡  

３位 梅本少年剣友会 福野寅太郎 星　諒介 津田　恵吾 中䑓　歴広 髙橋　琉 小川　蓮生

敢闘賞 武蔵館Ａ 今濵　雄二 伊東　葵 松本　侑子 中山　咲 伊東　董 松井　望心

敢闘賞 野木剣友会Ａ 近藤　正規 渋谷　壮真 近藤　璃隠 佐々木　美歩 高橋　敏生 高橋　昂生

敢闘賞 鬼高剣友会Ｂ 西野　範昭 酒井　九詩 曽根田　晴子 小沼　優奈 北川　美緒 西川　拓澄

敢闘賞 越谷剣道クラブ 柳井　正寿 大野　湊史 小川　真聖 北野　晃生 柳井　渓 佐々木　彪瑠

優勝  梅本少年剣友会 福野寅太郎 中䑓　潤希 安彦　琉輝 永田　陽向 橋本　拓音 福野賢二郎

準優勝  桜南剣友会 間所　義明 田熊　碧海 進藤　凜琥 小林　貴翔 菊地　駿太 岡田　光昇

３位  南武剣誠会 沖田　大輔 影山　開乙 山内　柊輝 佐々木俊輔 髙橋　勇輝 増田　諭暉

３位  川口市立東中学校 成瀬　淳一 矢吹　翔成 髙嶋　大輝 上ノ堀優斗 松尾　魁星 永尾　紘貴

敢闘賞  松伏町立松伏第二中学校 萩原　愛子 川邉　拓人 中村　柚香 上竹　未遥 森　雅裕 布施　志真

敢闘賞  御幸剣道クラブ 鷹箸　剛 早乙女裕紀 秋元　亨文 湯澤　陸翔 齋藤　広人 安田　海翔

敢闘賞  吉川市立南中学校Ａ 八重田 　心 押切 椋太郞 酒井 雄大 山本 寛人 虎谷 俊弥 今野 大輝

敢闘賞  芝スポーツセンター少年少女剣道クラブ 高橋  伸彰 山岡  拓真 吉野  圭太 江角  恒輝 高橋  勇輝 小暮  大地

優勝 越谷剣道クラブ 柳井　正寿 安藤　夏禾 - 北野　紅緒 - 菅澤　未来

準優勝 荻島剣道クラブ虔武館 藤井　正幸 金子桜生香 - 小島　緋莉 - 藤井　祥乃

３位 川口市立東中学校 山下　雄大 稲毛菜津未 - 塩川日茉莉 - 服部紗也香

３位 野木剣友会 佐々木裕次 佐々木晴菜 - 高橋　真央 - 蔵持　遼

敢闘賞 南武剣誠会 沖田　大輔 坂井穂乃花 - 土屋　沙葵 - 手塚　陽菜

敢闘賞 草加中央剣友会 岡島　信保 植村　幸恵 - 岡島　理紗 - 小橋　加奈

敢闘賞 埼玉一心館 早川　裕子 齊藤　里桜 - 佐竹　陽菜 - 佐藤なるみ

敢闘賞 蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 高田　良彦 坪井　愛花 - 平山桜百合 - 小川　亜香

第１8回彩の国清虔杯剣道大会　試合結果

基本

第
1
8
回
彩
の
国
清
虔
杯
剣
道
大
会

小学
生

中学
男子

中学
女子



第１8回彩の国清虔杯剣道大会　試合結果

基本の部

優勝  浦安本部道場Ｂ

準優勝  春日部剣真会Ａ

３位  安行剣道クラブＡ  上尾誠心会Ａ

敢闘賞  新郷剣道クラブＡ  清浄院剣道教室Ｂ  越谷剣道クラブＡ  城北剣志会

小学生の部

優勝 浦安本部道場

準優勝 鬼高剣友会Ａ

３位 鷲宮剣道クラブ 梅本少年剣友会

敢闘賞 武蔵館Ａ 野木剣友会Ａ 鬼高剣友会Ｂ 越谷剣道クラブ

中学生男子の部

優勝  梅本少年剣友会

準優勝  桜南剣友会

３位  南武剣誠会  川口市立東中学校

敢闘賞  松伏町立松伏第二中学校  御幸剣道クラブ  吉川市立南中学校Ａ  芝スポーツセンター少年少女剣道クラブ

中学生女子の部

優勝 越谷剣道クラブ

準優勝 荻島剣道クラブ虔武館

３位 川口市立東中学校 野木剣友会

敢闘賞 南武剣誠会 草加中央剣友会 埼玉一心館 蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ



令和元
年12月
14日

区分 順位 チーム 監督 先鋒 中堅 大将 元立ち  

2019 優勝  浦安本部道場Ａ 川口　高志 松本　禮志 中島　康寿 斗ヶ澤　衛人 松本　熙心 ー

準優勝  春日部剣真会Ａ 成瀬　大介 押田　悠希 成瀬　怜央 石渡　叶大 土屋　晴汰 ー

３位  越谷剣道クラブＡ 中村　麻未 屋代　柚祐 岡田　託音 中村　大雅 柳井　渓 ー

３位  清浄院剣道教室Ａ 髙田　新次 橘　空璃 稲橋　史乃 石川　陽南人 大輪　美月 ー

敢闘賞  松伏町剣道連盟B 渡邊　淳子 茂田　瑞希 茂田　碧生 島田　蒼祐 根本　遼大 ー

敢闘賞  武蔵館Ｂ 今濱　康範 松本　孝 中山　昊空 西野　義恒 西村　優騎 ー

敢闘賞  武蔵館Ａ 今濱　康範 葭葉　芽己 井川　愛結花 深澤　爽 葭葉　武丸 ー

敢闘賞  越谷剣道クラブＢ 佐々木　純子 伊藤　謙吾 藤田　彩香 尾又　鈴夏 佐々木　瑠真 ー

区分 順位 チーム 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

優勝 浦安本部道場A 川口　高志 角田　空都 木村　環汰 北川　咲冬 斗ヶ澤悠人 松本　熙心

準優勝 清浄院剣道教室Ａ 髙田　新次 田中　翔 高橋　未羽 大輪　美月 戸張　叶崇 川俣　聖斗

３位 春日部剣道会Ａ 淺野　修蔵 遊馬　　海流 二田　愛菜 遠藤　優心 赤池　悠太 蓮見　勘汰  

３位 鬼高剣友会Ａ 中山　憲司 大野　颯太 宮田　悠矢 加来　昂誠 井上　大助 小沼　優奈

敢闘賞 蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞＡ 大﨑　明 河邊　空翔 辻　直人 宮本　摩耶 中尾　理雄 橋本　正司朗

敢闘賞 鎌ヶ谷剣弘会 速水 武人 竹村　幹 白川　心 木原　雄大 山田　佳穂 岡本　優真

敢闘賞 松原剣道スポーツ少年団 西田　伸二 村上　舷 水澤　優海 西田　菜乃花 益子　ひまり 関吉　涼太

敢闘賞 高砂少年剣道会A 石川　篤史 熊谷　晃明 棚田　大輝 近藤　優奈 久保　翔大 横川　皓太

優勝  蕨市南剣道ｸﾗﾌﾞ 永洞　勝也 山﨑　一瑳 髙瀬　弘嗣 馬場　悠史 永洞　希空 星野　輝己

準優勝  桜南剣友会 間所　義明 星奈　丈 牧口　響 進藤　凛琥 甲田　櫂斗 田熊　碧海

３位  南武剣誠会 沖田　大輔 三潴　聡貴 沼口　玄 山内　柊輝 嶋村　銀次 佐々木　俊輔

３位  西東京市剣友会 嶽友  幸一 高宮　伊吹 高山　利一 堀川　圭一朗 菅　将太 鈴木　頌二

敢闘賞  鎌ヶ谷剣弘会 落合  正勝 鍋島  輝 金久保  創太 木原  大輝 山田  幸太郎 石井  悠翔

敢闘賞  高砂少年剣道会 久保　匡之 大島　愛貴 小時田莉玖斗 平井　希歩 中村　司 熊谷　遼磨

敢闘賞  埼玉一心館 大森　順子 丸山　律真 深川　興己 松尾　真成 堀　智葉 齊藤　里桜

敢闘賞  川口市剣道連盟少年部 中澤 美幸 横山  充信 岡野　竜治 髙瀬　快斗 比護　駿一朗 荒木　涼吾

優勝 川口市立東中学校 山下　雄大 塩川　百合奈 - 服部　紗也香 - 塩川　日茉莉

準優勝 竹紫館 山田　博之 山田　梨子 - 内田　柊花 - 照井　樹花

３位 南武剣誠会 沖田　大輔 土屋　悠菜 - 小陽　優里愛 - 上野　あかり

３位 鎌ヶ谷剣弘会 速水  武人 曽根　春香 - 吉田　珠璃華 - 栗原　愛佳

敢闘賞 剣心会 鈴木　篤志 小中　綾 - 小豆畑　結衣 - 高橋　南

敢闘賞 芝スポーツセンター少年少女剣道クラブ 小山　正美 澤田　周 - 伊藤　唯愛 - 草野　恵子

敢闘賞 桜南剣友会 間所　義明 方　一可 - 間所　凜 - 早乙女　耀

敢闘賞 川口市立安行中学校 成瀬　淳一 松森　葵 - 平石　美月 - 緒方　里桜

第１９回彩の国清虔杯剣道大会　試合結果
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