
○

○

田村　幸代

○

涌沢　直行

○

(5/6・京都)

(11/25・東京)

新井　直美 (8/20・長野)

(8/20・長野)

新井　健一(8/19・長野) (11/27・東京)樋口　道夫 (8/19・長野) 川上　季和

小林　博文

(11/25・東京)

(11/25・東京)

(11/27・東京)

(11/28・東京)

萩原　　徹

剣道錬士

剣道７段

剣道６段

吉岡　憲孝(4/29・京都)

(11/25・東京)

星野　　優

根岸　隆文

福田　竜介

岡崎　正典

長津　一博

(5/6・京都)町田　鉄兵

(11/27・東京)

(5/6・京都) 乾　　丈夫

(11/27・東京)成澤　　忍

(5/6・京都) 倉林久美子

剣道教士

全国審査 ６段・７段・錬士・教士合格者

合格者

(5/14・愛知)

平成29年度　行事一覧

日付

4月2日

曜日

(日)

区分

県行事

行　事

 第66回群馬県剣道大会　・・・　八段模範試合　池田先生、渡邉先生

 第９回全日本都道府県女子大会県予選　・・・　中堅の部3名出場

 第71回国体成年男子1次予選　・・・　8名が１次通過２次へ

県行事(土)

(土)
支部行事

県行事

 第34回群馬県ねんりんピック剣道競技　・・・　三組優勝　大谷秋雄

 第12回全日本都道府県少年大会市予選　・・・　5.6年生70名参加

 平成29年群馬県審判講習会 ・・・　支部より25名参加

4月8日

4月16日

5月21日 (日) 県行事
　・・・次鋒・上野敬正、中堅・藤多大輔、副将・中田勝己

5月28日

7月9日

8月20日

(日) 県行事

(日)

(日)

支部行事

県行事

 第72回国体男子２次予選・成年女子予選　・・・　女子なし

 群馬県剣道七段・六段・五段選手権

 第12回全日本都道府県少年大会県予選　・・・　藤巻俊也、石原侑武

 平成29年度前橋支部審判講習会　・・・　23名参加、他中学生31名

 第65回全日本剣道選手権予選　・・・　優勝　福田竜介

 第56回全日本女子剣道選手権予選　・・・　入賞者なし

　・・・七段優勝・猪熊義武、六段優勝・小林正輝、五段優勝・佐藤竜太

9月3日

10月9日

10月8日

9月17日

(日)

(日)

支部行事

(日)

(月・祝)

支部行事

県行事

支部行事

2月17日 (土)

10月22日

11月12日

1月21日

1月1日

(日)

(日)

(月・祝)

(日)

支部行事

県行事

支部行事

県行事

(5/6・京都)久保田健一

(5/6・京都) 田原　　博

(5/6・京都)

(5/6・京都) (11/27・東京)関　　直子

2月25日

3月11日

池田　郁雄

小野　竜司

都丸　一弘

山口　徳江

(5/6・京都)(5/6・京都)岩田　貴嗣

 第34回前橋市少年剣道大会(県小学総体予選兼)　・・・　26ﾁｰﾑ参加

 昇級・初二段審査会　・・・　3級13名、2級19名、1級75名、初段90名、二段90名

 群剣連秋季剣道審査会　・・・　三段18名、四段13名、五段2名

 第63回前橋市民スポーツ祭剣道大会　・・・　550名参加　(小中高一般)

(日)

(日)

支部行事

県行事

県行事

 第39回群馬県中・北毛地区剣道大会　・・・　団体戦二連覇

 第55回群馬県民体育大会秋季大会　・・・　二回戦敗退

 元旦稽古　・・・　約200名が参加

 平成29年度群馬県剣道講習会　・・・　37名参加

 昇級・初二段審査会　・・・　3級28名、2級31名、1級113名、初段47名、二段31名

 群剣連春季剣道審査会　・・・　三段19名、四段11名、五段6名

 第66回全日本都道府県対抗県予選会　・・・　福田竜介、設楽圭佐



本戦出場者

なし

先鋒 大島　　崇 三浦　雅也

次鋒 小林　正輝 福田　竜介

上野　敬正

中堅 藤多　大輔 小笠原俊介

副将 中田　勝己

大谷　秋雄

三組　優　 勝　　　大谷秋雄 永倉　隆

市川　浩司

猪熊　道夫 町田　正宏 大谷　秋雄 永倉　　隆 浦上　広行

井上　賢二 川田　信也 久保田健一 小林　久雄 小野澤豊彦

戸塚　範光 樋口　道夫 近藤　光夫 坂井　　努 倉林久美子

乾　　丈夫 堀　　雅仁 藤多　大輔 藤原　光利 黒須　昭徳

根岸　俊之 成澤　　忍 佐々木浩二 齋藤　　隆 藤田　優二

第1位 藤巻　俊也 （武道館剣道教室） 第6位 深澤幸之助 （みやぎ少年剣道）

第2位 森本　裕人 （武道館剣道教室） 第7位 遠藤　　龍 （武道館剣道教室）

第3位 石原　侑武 （剣獅舘道場） 第8位 武藤　圭汰 （富士見剣士会）

第4位 藤井　脩矢 （武道館剣道教室）

第5位 加藤　陸斗 （みやぎ少年剣道） 参加　14団体　 70名

中堅

成績

ぐんま武道館

成績 支部出場者

大会名 第34回群馬県ねんりんピック剣道競技
開催日 平成29年4月8日

場　　所

3名

参加者

大会名 第12回全日本都道府県対抗少年大会市予選
開催日 平成29年4月16日

場　　所 ヤマト市民体育館前橋

4名

大将 1名

講習会名 平成29年群馬県審判講習会
開催日 平成29年4月16日

場　　所 ぐんま武道館

成績

 1次予選通過者

支部出場者

先鋒 12名

次鋒 17名

大会名 第66回群馬県剣道大会
開催日 平成29年4月2日

場　　所 ぐんま武道館

5名

副将

大会名 第71回国体成年男子1次予選
開催日 平成29年4月2日

場　　所 ぐんま武道館

成績 支部出場者 中堅　

平成2９年度　結果報告

狩野　伸一

大会名 第９回全日本都道府県対抗女子剣道大会予選
開催日 平成29年4月2日

場　　所 ぐんま武道館

出場者

剣道八段模範試合

表彰者

新井　　實

池田　伊一 川辺　武夫

渡邉　達郎

北爪　清六



（成年男子） （成年女子）

次鋒 上野　敬正 なし

中堅 藤多　大輔

副将 中田　勝己

優勝　　猪熊　義武 優勝 小林　正輝 優勝 佐藤　竜太

第2位 原　　三郎 第2位 赤尾　和彦 第2位 半澤　慎哉

第3位 堀越　照夫 第3位 上野　敬正

第3位 清水　則秀

入賞者なし

藤田　容魅 小林　久雄 市川　浩司 町田　正宏 石原　一幸

井下　勝生 武藤　真吾 池田　郁雄 関口　貴子 菊池　孝

久保田佳幸 曽田　幸子 近藤　光夫 清水　則秀 関口　康政

木暮　寿輝 根岸　雄一 星野　　優 高坂　雄貴 宮田　学

中村　和真 深町　篤 戸塚　範光 23名

桂萱中16人 みずき中9人 芳賀中6人

優勝 福田　竜介

第1位 群馬県武道館剣道教室A 第6位 富士見剣士会

第2位 剣獅舘道場A 第7位 群馬県厩剣会A

第3位 みやぎ少年剣道教室A 第8位 前橋剣誠会A

第4位 群馬県武道館剣道教室B ※ 以上8チームは小学生総体出場

第5位 粕川少年剣道クラブ 参加　26チーム

成績

大会名 第34回前橋市少年剣道大会
開催日 平成29年9月3日

場　　所 ヤマト市民体育館前橋剣道場

支部出場者 30名

成績

大会名 第65回全日本剣道選手権予選
開催日 平成29年8月20日

場　　所 ぐんま武道館

成績

大会名 第56回全日本女子剣道選手権予選
開催日 平成29年5月28日

場　　所 ぐんま武道館

剣道七段選手権 剣道六段選手権 剣道五段選手権

講習会名 平成29年度前橋支部審判講習会
開催日 平成29年7月9日

場　　所 ヤマト市民体育館剣道場

参加者

成績

大会名 群馬県剣道七段・六段・五段選手権
開催日 平成29年5月28日

場　　所 ぐんま武道館

大会名 第72回国体男子２次予選・成年女子予選
開催日 平成29年5月21日

場　　所 ぐんま武道館



小学1・2年男女混合の部　(28名参加) 小学3・4年女子の部

優勝 小田　大翔 (剣獅舘) 優勝 鈴木　夢叶 (厩剣会)

第2位 小林　篤志 (剣獅舘) 第2位 池田萌々果 (みやぎ少年剣道)

第3位 新井　悠生 (剣獅舘) 第3位 山本　采加 (武道館剣道教室)

第3位 太田　龍成 (剣獅舘) 第3位 齊田　侑夏 (大胡城山)

小学3・4年男子の部 小学5・6年女子の部

優勝 奥田一武輝 (武道館剣道教室) 優勝 髙山　文歌 (粕川少年剣道)

第2位 小堀　瑞葵 (みやぎ少年剣道) 第2位 萩原　利音 (剣獅舘)

第3位 宮口　煌生 (弘武館) 第3位 荒井　七海 (剣獅舘)

第3位 小泉　里樹 (剣獅舘) 第3位 有井　千夏 (武道館剣道教室)

小学5年男子の部 小学6年男子の部

優勝 深澤幸之助 (みやぎ少年剣道) 優勝 藤巻　俊也 (大胡城山)

第2位 加藤　陸斗 (みやぎ少年剣道) 第2位 遠藤　龍 (武道館剣道教室)

第3位 武藤　圭汰 (富士見剣士会) 第3位 石原　侑武 (剣獅舘)

第3位 茂木健太朗 (剣獅舘) 第3位 大上　環 (剣獅舘)

中学生男子団体の部 中学生女子団体の部

優勝 富士見中A 優勝 大胡中A

第2位 荒砥中 第2位 富士見中A

第3位 附属中A 第3位 第一中A

第3位 第一中A 第3位 東中A

高校生男子の部 高校生女子の部

優勝 田中　雅浩 (育英高) 優勝 久保田花音 (前橋商高)

第2位 清水　和良 (樹徳高) 第2位 権平　香穏 (前橋商高)

第3位 水谷　和磨 (前橋商高) 第3位 金子　葉月 (前橋商高)

第3位 塚越　達哉 (前橋商高) 第3位 板垣　　愛 (前橋商高)

一般男子団体の部 一般女子個人の部

優勝 前高OB 優勝 利根川友加里 (鑽士会)

第2位 剣鈴会A 第2位 福田　彩子 (弘武館)

第3位  弘武館A 第3位 高橋奈保子 (富士見剣士会)

第3位 前商OB会A 第3位 粕田　美咲 (剣誠会)

大会名 第63回前橋市民スポーツ祭剣道大会
開催日 平成29年10月9日

場　　所 宮城体育館

成績



○　剣道三段

栁井　　魁 髙石　孝介 井上　龍馬 北爪　　涼 野島　瑠空 平野　　克

山洞　龍馬 泉　　　　慶 高田　将司 椛澤　貴之 栁井　　雅 平原　希海

小板橋優希 平野　綾奈 小山　絢帆 野澤　茉由 萩原　真美 藤本　沙絵

○　剣道四段

加藤　大明 山崎　凌佑 齋藤　駿弥 川島　駿太 小林　恭也 黄田　允信

横山　勇希 塚田　靖夫 塚田　萌衣 塚田　蓉子 今井美友己 髙橋奈保子

髙沢　飛鳥

○　剣道五段

藤井　　駿 黒須　昭徳

先鋒 神谷　季樹 四将 佐藤　竜太 三位 関　　直子

次鋒 大澤　裕也 三将 星野　優 三位 鈴木　茉耶

七将 高田　忍 副将 清水　則秀

六将 城田　駿 大将 猪熊　義武 金澤　絢香 齊藤　愛

五将 高坂　雄貴 補員　 藤田　優二 粕田　美咲 平田　愛美

監督 茂木　三壽 利根川友加里

先鋒 篠原　亮介

次鋒 福田　竜介

市の部　　二回戦敗退 中堅 猪熊　義武

副将 中田　勝己

大将 原　 　三郎

藤田　容魅 塩谷　義明 福田　　昇 佐藤　正季 川田　信也 近藤　光夫

井上　賢二 浦上　広行 小林　久雄 小野澤豊彦 菊池　孝 井下　勝生

松澤　和則 大澤　孝志 田村　之道 藤原　光利 宮下　悟 武藤　真吾

小林　正輝 児玉　公昭 藤多　大輔 齊藤　隆 田村　元朗 髙橋奈保子

関　　弘志 乾　丈夫 萩原紳太郎 清水　則秀 宮崎　博史 堀　　雅仁

福田　竜介 佐藤　竜太 大澤　裕也 久保田佳幸 藤田　優二 佐々木浩二

野崎　大

参加者

成績

講習会名 平成29年度群馬県剣道講習会
開催日 平成30年1月21日

場　　所 ぐんま武道館

大会名 第55回群馬県民体育大会秋季大会　剣道
開催日 平成29年11月12日

場　　所 ぐんま武道館

成績

男子団体　　 優勝　(二連覇) 女子個人

場　　所 前橋大胡体育館

秋季審査 3・4・5段審査会
開催日 平成29年10月8日

場　　所 ぐんま武道館

大会名 第39回群馬県中・北毛地区剣道大会
開催日 平成29年10月22日

合格者



次鋒の部 岡田　宗真 関口　天哉 久保雄太郎

石川　卓哉 北野　皓大 曽田　和石

設楽　和希

五将の部 小林　雅尚 狩野　太地 木暮　寿輝

平道　拓磨 藤井　礁 神谷　季樹

平田　拓也 平田　智幸 林　 　吉昭

和田　悠希 藤田　優二 関口　康政

高橋　俊行 清水　則秀 三浦　雅也

中堅の部 近江　俊哉

三将の部 福田　竜介 三将の部 渋谷　和彦 岡部　大樹 大島　崇

篠原　亮介 大澤　裕也 土門　望

上野　敬正 半澤　慎哉 下野　裕樹

高橋　誠行 佐藤　竜太 小林　正輝

副将の部 塚田　靖夫 堀　 　雅仁 田原　博

大将の部 設楽　圭佐 大将の部 松澤　和則 浦上　広行 原　　 三郎

○　剣道三段

○　剣道四段

○　剣道五段

本大会出場者 支部出場者

成績

平田　愛実

川崎　和哉

櫻井　勇希

根津　拓実 利根川友加里木暮　寿輝 三田　　信

櫻井　諒太

金澤　絢香 石間　経章大島　祥子神谷　李樹 平田　智幸

牛込　菜摘

星野　澪香藤倉　　均

相澤　由佳 佐藤　夏花

曽田　和石 山川　晋平北野　皓大 設楽　和希

近藤　　和滝本　航大

鈴木隆太郎

諏訪　　監

戸田朱夏音山口　友江

板垣　　愛

神沢　隼佑

當山龍之介

和田　亘恭

久保田花音

権平　香穏塚越　昌大 椛澤　勇樹

合格者

春季審査 3・4・5段審査会
開催日 平成30年3月11日

場　　所 ぐんま武道館

ぐんま武道館場　　所

平成30年2月25日開催日
第66回全日本都道府県対抗県予選会大会名


