
相模原市民剣道選手権大会（小学生の部）　令和4年6月26日　相模原ギオンアリーナ

順位 氏　名 所　属 順位 氏　名 所　属

優勝 森    環志 光武館道場 敢闘賞 相馬  泰然 大沼若松剣道会

準優勝 細谷  悠喜 大野中剣道会 敢闘賞 水内  柊摩 清新剣道クラブ

三位 近藤  大地 光武館道場 敢闘賞 庄司  樹生 大野台剣友会

三位 大城  泰絆 横山剣友会    

優勝 植田  蓮星 光武館道場 敢闘賞 木村  陽紀 大野台剣友会

準優勝 小林  隼士 大沼若松剣道会 敢闘賞 高師  慶樹 相模原北署剣士会

三位 望月  咲希 藤野錬心会 敢闘賞 井上  拓巳 光武館道場

三位 緑川    蓮 大野中剣道会 敢闘賞 片岡    勝 光武館道場

優勝 八代  篤樹 光武館道場 敢闘賞 小山  裕人 三ケ木剣友会

準優勝 森    瑛志 光武館道場 敢闘賞 大森  遼人 相武台少年剣友会

三位 諏訪  優渓 星が丘剣友会 敢闘賞 金子  瞬 清新剣道クラブ

三位 島村  遼哉 光武館道場 敢闘賞 出町  政貴 渕野辺剣道

優勝 藤林  旬平 光武館道場 敢闘賞 荒井  結翔 新磯剣心会

準優勝 小沢悠一郎 大沼若松剣道会 敢闘賞 松永  玄馬 中野剣友会

三位 岡本  禮臣 大沼若松剣道会 敢闘賞 板野  光純 藤野錬心会

三位 鈴木  敢太 清新剣道クラブ 敢闘賞 松山  剛琉 大沼若松剣道会

優勝 江原  琉生 東林間剣道部 敢闘賞 岩澤  武蔵 田名剣道教室

準優勝 根城  尚宗 光武館道場 敢闘賞 植作    渉 大野中剣道会

三位 鳥羽  佐頼 上溝剣友会 敢闘賞 久郷  秀輝 鳥屋剣誠会

三位 石川  隼也 城山剣友会 敢闘賞 古田土  硬暉 相模原武道会

優勝 八代  采音 光武館道場 敢闘賞 石川  結菜 渕野辺剣道

準優勝 小川  結葵 光武館道場 敢闘賞 赤松  真瑚 大野台剣友会

三位 岩本  樹奈 上溝剣友会  

三位 板野  木乃花 藤野錬心会  

優勝 平林  未羽 新磯剣心会 敢闘賞 主濱  なつめ 星が丘剣友会

準優勝 赤松  真心 大野台剣友会 敢闘賞 平林  由羽 新磯剣心会

三位 岡村  陽奈乃 光が丘剣友会 敢闘賞 吉田  愛菜 星が丘剣友会

三位 松永  穂花 中野剣友会 敢闘賞 小山  桃果 星が丘剣友会

優勝 塚本  円佳 光武館道場 敢闘賞 藤井  咲帆 桜台剣友会

準優勝 盛島  杏南 大沢剣道会 敢闘賞 チョウ アイン グエン ダン 清新剣道クラブ

三位 杉浦  仁姫 中央剣道愛好会 敢闘賞 横山  凛音 光武館道場

三位 宮川  愛生 星が丘剣友会 敢闘賞 石川  ななみ 渕野辺剣道

優勝 河内  星砂 新磯剣心会 敢闘賞 召田  菜々美 東林間剣道部

準優勝 赤松  真唯 大野台剣友会 敢闘賞 栃本  こなつ 橋本剣士会

三位 外島  明花 清新剣道クラブ 敢闘賞 名取  未結 大野中剣道会

三位 成井  凛莉花 大沢剣道会    

優勝 佐々木  美蘭 相武台少年剣友会 敢闘賞 小森  羽美 田名剣道教室

準優勝 井本  知花 三ケ木剣友会 敢闘賞 佐藤  菜々子 渕野辺剣道

三位 中野  志保 相模原北署剣士会 敢闘賞 長崎  陽愛 三ケ木剣友会

三位 高橋  穂栞 渕野辺剣道 敢闘賞 小久保  美穂 大野中剣道会
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