
支部出場者

先鋒 上野　敬正 次鋒 藤多　大輔 先鋒 11名

先鋒 篠原　亮介 次鋒 佐藤　竜太 次鋒 16名

次鋒 赤尾　和彦 中堅 猪熊　義武 中堅 6名

次鋒 下野　裕樹　 副将 田原　　博 副将 1名

大将 2名

塩谷　義明 川田　信也 近藤　光夫 萩原紳太郎 佐々木浩二

猪熊　道夫 町田　正宏 川上　季和 北野　　求 関　　直子

大谷　秋雄 樋口　道夫 萩原　　徹 成澤　　忍 根岸　雄一

田部井弘志 小林　久雄 堀　　雅仁 金井　将明 茂木　栄一

平林　要蔵 田村　元朗 中村江里奈 関口　敦象

井上　賢二 倉林久美子 藤原　光利 黒須　昭徳

藤田　容魅 菊池　　孝 久保田佳幸 田部井淑美

第1位 田中　嘉人 （富士見剣士会） 第6位 原　　汐李 （前橋剣心会）

第2位 品田　明里 （群馬修道館） 第7位 廣橋　一真 （富士見剣士会）

第3位 荒井　　翼 （武道館剣道教室） 第8位 小田嶋　澟 （富士見剣士会）

第4位 藤井　颯人 （武道館剣道教室）

第5位 熊田　新大 （武道館剣道教室） 参加　13団体　 62名

大胡体育館

平成27年6月21日

大会名 第64回群馬県剣道大会
開催日 平成27年4月12日

場　　所 ぐんま武道館

鈴木　孝宏

大会名 第7回全日本都道府県対抗女子剣道大会予選
開催日 平成27年4月12日

場　　所 ぐんま武道館

出場者

剣道八段模範試合

表彰者

服部　國士

池田　伊一 塩谷　義明

成績

1次予選通過者

大会名 第70回国体成年男子1次予選
開催日 平成27年4月12日

場　　所 ぐんま武道館

成績 本戦出場者　なし 支部出場者

中堅　3名

副将　1名

参加者

講習会名 平成27年群馬県審判講習会
開催日

成績

大会名 第10回全日本都道府県対抗少年大会市予選
開催日

場　　所

平成27年度　行事及び結果報告

平成27年4月19日

場　　所 ぐんま武道館



群馬県代表者

（成年男子） （成年女子）

先鋒 上野　敬正

次鋒 赤尾　和彦 中堅 髙川　聡美

中堅 猪熊　義武

剣道七段選手権 剣道六段選手権 剣道五段選手権

優勝　　猪熊　義武 優勝 赤尾　和彦 優勝 小林　正輝

第3位　原　　三郎 第2位 吉橋　　淳 第2位 髙橋　誠行

第3位　中田　勝已 第3位 小笠原俊介 第3位 佐藤　竜太

第3位 小田　真也 第3位 福田　竜介

第3位 髙川　聡美

第3位 松澤　聖子

優　　勝 上野　敬正 （初出場）

第３位 小田　真也

第1位 群馬県武道館剣道教室Ａ 第6位 大胡城山道場

第2位 富士見剣士会Ａ 第7位 粕川剣道クラブ

第3位 群馬県武道館剣道教室Ｂ 第8位 前橋剣誠会

第4位 みやぎ少年剣道教室Ａ ※ 以上8チームは小学生総体出場

第5位 清里剣道部Ａ 支部参加　26チーム

大会名

成績

第70回国体成年男子2次予選・女子予選 開催日 平成27年6月28日

場　　所 ぐんま武道館

開催日 平成27年7月19日
大会名 第54回全日本女子剣道選手権予選

場　　所

成績

大会名

成績

第31回前橋市少年剣道大会

第63回全日本剣道選手権予選

開催日

場　　所
大会名

大会名

成績

群馬県剣道七段・六段・五段選手権
開催日 平成27年7月19日

ぐんま武道館

平成27年9月5日

ぐんま武道館第３道場

場　　所 ぐんま武道館

開催日 平成27年8月30日

場　　所 ぐんま武道館

成績



○　剣道三段
三阪　魁登 黒須　望実 三上　　潤 塩原　七海 中野　花保
木暮　琢也 関口　大雅 狩野　雄司 関口　舞海 津久井里奈
大林　　瑛 福田　圭佑 青山ヒカル 中島　代詠 宇佐美藍香
大関　裕真 橋本　知明 生方　千晴 岡田　里花 山田　春枝

○　剣道四段
岩澤　光哲 橋本　　祥 高橋　洸成 櫻井　亮輔 清水　成美
津久井康好

○　剣道五段
曽田　幸子

小学3・4年男子の部 小学3・4年女子の部
優勝 森本　裕人 （県武道館） 優勝 有井　千夏 （県武道館）
第2位 石原　侑武 （剣獅館） 第2位 高山　文歌 （粕川少年）
第3位 中島かおる （厩剣会） 第3位 萩原　利音 （剣獅館）
第3位 藤井　侑矢 （県武道館） 第3位 荒井　七海 （剣獅館）

小学5年男子の部 小学5年女子の部
優勝 田中　嘉人 （富士見剣士） 優勝 品田　明里 （修道館）
第2位 廣橋　一真 （富士見剣士） 第2位 狩野紗也花 （大胡城山）
第3位 吉澤　　樹 （清里剣道） 第3位 小泉　里咲 （剣獅館）
第3位 廣橋　大樹 （富士見剣士） 第3位 田原　綾乃 （剣獅館）

小学6年男子の部 小学6年女子の部
優勝 石原　拓武 （剣獅館） 優勝 原　　汐李 （剣心会）
第2位 牧口　翔一 （剣獅館） 第2位 倉林　花衣 （剣心会）
第3位 荒井　　翼 （県武道館） 第3位 深澤　紅彩 （大胡城山）
第3位 狩野　　諒 （県武道館） 第3位 小田嶋　凛 （富士見剣士）

中学生男子団体の部 中学生女子団体の部
優勝 富士見中学校 優勝 東中学校
第2位 大胡中学校 第2位 大胡中学校
第3位 群大附属中学校 第3位 第七中学校
第3位 木瀬中学校 第3位 元総社中学校

高校生男子の部 高校生女子の部
優勝 黒田　大貴 （育英高） 優勝 田村未沙紀 （県央高）
第2位 三阪　魁登 （県央高） 第2位 高本　菜帆 （県央高）
第3位 齋藤　大輝 （育英高） 第3位 仲村亜沙美 （前商高）
第3位 鈴木　智也 （前橋商） 第3位 津久井里奈 （育英高）

一般男子団体の部 一般女子個人の部
優勝 弘武館 Ｂ 優勝 松澤　聖子 （弘武館）
第2位 弘武館 Ａ 第2位 関口　貴子 （弘武館）
第3位 前商ＯＢ Ａ 第3位 齋藤　　優 （剣獅館）
第3位 前商ＯＢ Ｂ 第3位 萩原　葉月 （東京福祉大）

大会名

成績

第61回前橋市民スポーツ祭剣道大会
開催日

3・4・5段審査会
開催日 平成27年10月11日
場　　所 ぐんま武道館

秋季審査

合格者

平成27年10月12日
場　　所 宮城体育館



男子団体　　第2位 女子個人

先鋒 大澤　裕也 五将 髙𣘺　誠行 副将 堀　　雅仁 新井　直美

次鋒 城田　　駿 四将 星野　　優 大将 猪熊　義武

七将 近江　俊哉 三将 藤田　優二

六将 半澤　慎哉 三将 清水　則秀 監督 渡邉　達郎

第10ブロック

準優勝　　大谷　秋雄

先鋒 上野　敬正

次鋒 赤尾　和彦

市の部　　優　勝（5年連続） 中堅 猪熊　義武

副将 石原　一幸

大将 原　　三郎

藤田　容魅 塩谷　義明 大谷　秋雄 猪熊　道夫 川田　信也

設楽　圭佐 浦上　広行 小野澤豊彦 菊池　　孝 宮下　　悟

吉橋　　淳 小笠原俊介 藤多　大輔 藤原　光利 中村江里奈

角田　孝夫 小田　真也 久保田佳幸 根岸　俊之 北野　　求

佐藤　竜太 髙橋　誠行 半澤　慎哉 緒方　朋実 橋本　智明

25名

本大会出場者 支部出場者

次鋒の部 3名

次鋒 三浦　　雅也 （国士舘大学） 五将の部 10名

中堅の部 1名

三将 上野　　敬正　　　（県警） 三将の部 13名

副将の部 4名

大将の部 2名

場　　所 ぐんま武道館

参加者

成績

大会名 第53回群馬県民体育大会秋季大会　剣道
開催日 平成27年11月8日

場　　所 ぐんま武道館

成績

第63回全日本都道府県対抗県予選会
開催日 平成28年2月21日

場　　所 ぐんま武道館
大会名

平成28年1月17日

成績

大会名 第37回群馬県中・北毛地区祭剣道大会
開催日 平成27年10月25日

場　　所 沼田市立西中学校

成績

大会名 第32回群馬県ねんりんピック剣道競技
開催日 平成27年11月6日

場　　所 ぐんま武道館

講習会名 平成27年度群馬県剣道講習会
開催日



○　剣道三段

藤井　　恭 青木　　渓 小林　大樹 月田　和輝 小林　壮太

竹内健太朗 爲谷　透也 神垣　風希 新井　達也 野﨑　　大

須藤　大貴 久保雄太郎 山田　将也 桝田　健佑 柳井　有吾

川野　　玲 岡田　宗真 田鍋　　響 滝澤　冴毅 廣橋　大志

村上　芳弘 平原　悠妃 木内愛梨沙 飯塚　　凛 松島　芽衣

山口　真優 26名

○　剣道四段

樋口　宣貴 宇賀神啓資 内山　大樹 長田　友房 桑原　　蓮

柿本由香里 6名

○　剣道五段

関口　康政 佐々木浩二 岡山　哲史 柿本　充弘 福島　俊充

坂入　　敦 安川　紗香 緒方　朋実 8名

○ 剣道６段
小田　真也 （５月１７日　愛知） 涌沢　直行 （１１月２４日　東京）
里　　佳明 （５月１７日　愛知） 成澤　　忍 （１１月２４日　東京）
藤原　光利 （５月１７日　愛知） 秋場　武志 （１１月２４日　東京）
乾　　丈夫 （８月２３日　宮城） 金井　　剛 （１１月２４日　東京）
関　　　直子 （１１月２４日　東京） 小野　竜司 （１１月２４日　東京）
髙橋　忠嗣 （１１月２４日　東京）

○　剣道七段
山口　德江 （４月３０日　京都） 萩原　　徹 （１１月２５日　東京）
倉林久美子 （５月１６日　愛知）

○ 剣道錬士
髙川　聡美 （５月６日　京都） 坂井　　努 (１１月２４日　東京）
星野　　修 (１１月２４日　東京）

○ 剣道教士
川田　信也 (１１月２４日　東京） 永倉　　隆 (１１月２４日　東京）

6段・7段・錬士・教士合格者全国審査

合格者

3・4・5段審査会
開催日 平成28年3月13日

場　　所 ぐんま武道館
春季審査

合格者


