
第1位 藤巻　奈緒 （県武道館） 第6位 須田　賢斗 （剣心会）

第2位 岡田　友親 （剣誠会） 第7位 武藤　史弥 （富士見）

第3位 関原　俊介 （振武館） 第8位 浅香　　凛 （剣誠会）

第4位 田村　慶樹 （県武道館）

第5位 神野　統彦 （県武道館） 　※参加13団体　70名

支部出場者
先鋒 篠原　亮介 中堅 中田　勝己 先鋒 10名
先鋒 上野　敬正 中堅 猪熊　義武 次鋒 17名
次鋒 藤多　大輔 副将 設楽　圭佐 中堅 8名
次鋒 小笠原俊介 副将 石原　一幸 副将 5名
次鋒 小田　真也 大将 原　　三郎 大将 3名
次鋒 植原　俊樹

副将の部

優勝 新井　　實

飯塚　　亘 中川　昌俊 川上　季和 藤原　光利
町田　正宏 小堀　　清 新倉　明彦 伊藤　喜章
大谷　秋雄 市川　浩司 萩原　　徹
井上　賢二 塩谷　義明 武藤　真吾
石原　一幸 小林　久雄 井下　勝生
平林　要蔵 外処　大樹 藤多　大輔
中田　勝己 川田　信也 近藤　光夫

市民体育館剣道場

成績

大会名 第8回全日本都道府県対抗少年剣道大会市予選
開催日 平成25年4月7日
場　　所

講習会名 平成25年群馬県審判講習会
開催日 平成25年4月21日

剣道八段模範試合
表彰者

北爪　　誠
池田　伊一 松田　尚男

参加者

大会名 全国健康福祉祭剣道競技（ねんりんピック）予選
開催日 平成25年4月20日
場　　所 ぐんま武道館

開催日 平成25年4月14日
場　　所 ぐんま武道館

成績

大会名 第63回群馬県剣道大会
開催日 平成25年4月14日
場　　所 ぐんま武道館

成績 中堅の部優勝　佐藤　佳世子 支部出場者
次鋒1名
中堅3名
副将1名

大会名 第5回全日本都道府県対抗女子剣道大会予選
開催日 平成25年4月14日
場　　所 ぐんま武道館

出場者

平成25年度　行事及び結果報告

渡邉　達郎

成績

1次予選通過者

場　　所 ぐんま武道館

大会名 第68回国体成年男子1次予選



優　勝 植原　俊樹 （群馬県代表） 支部参加者　33名

第2位 下野　裕樹
第3位 小笠原俊介

群馬県代表者
次鋒 小田　真也
中堅 猪熊　義武
副将 石原　一幸
大将 原　　三郎

池田　忠行 鈴木　健一 小野澤豊彦 鈴木　宏幸
猪熊　道夫 中川　昌俊 菊池　　孝 久保田佳幸
町田　正宏 中澤伸一郎 藤原　光利 曽田　幸子
石原　一幸 新倉　明彦 高山　仁一 町山　賢一
藤田　容魅 佐藤伊佐子 島方　賢治 平田　智幸

優勝
藤巻　奈緒　（武道館剣道教室）

五段選手権 六段選手権 七段選手権
第1位 植原　俊樹 第1位 小笠原俊介 第1位　 中田　勝已
第2位 福田　竜介 第2位 藤多　大輔 第2位 原　　　三郎
第3位 小林　正輝 第3位 田原　　博
第3位 牧野　　翼 第3位 猪熊　義武

第2位　　　髙川　聡美

第1位 群馬県武道館剣道教室Ａ 第6位 前橋剣誠会Ａ
第2位 前橋剣心会Ａ 第7位 富士見剣士会
第3位 群馬県武道館剣道教室Ｂ 第8位 大胡城山道場
第4位 清里剣道部 ※ 以上8チームは小学生総体出場
第5位 上毛源流会振武館 支部参加　18チーム

成績

成績

大会名 第30回前橋市少年剣道大会
開催日 平成25年9月8日
場　　所 市民体育館剣道場

成績

大会名 第52回　全日本女子選手権大会予選
開催日 平成25年7月14日
場　　所 ぐんま武道館

成績

大会名 第23回群馬県剣道五・六・七段選手権大会
開催日 平成25年7月14日
場　　所 ぐんま武道館

成績

参加者

大会名 第8回全日本都道府県対抗少年剣道大会県予選
開催日 平成25年7月14日
場　　所 ぐんま武道館

成績

講習会名 前橋支部審判講習会
開催日 平成25年7月7日
場　　所 市民体育館剣道場

大会名 第68回国体成年男子2次予選
開催日 平成25年6月30日
場　　所 ぐんま武道館

大会名 第61回全日本剣道選手権大会県予選
開催日 平成25年6月2日
場　　所 ぐんま武道館



小学3・4年男女混合の部
優勝 石原　拓武　 （県武道館）
第2位 藤井　颯人 （県武道館）
第3位 狩野　　諒 （県武道館）
第3位 川浦　歩武 （清里）

小学5年女子の部 小学5年男子の部
優勝 加藤　亜実 （県武道館） 優勝 武藤　史弥 （富士見）
第2位 椎名ひかり （剣和会） 第2位 杉本　涼平 （富士見）
第3位 加藤　真尋 （みやぎ） 第3位 東海林正紀 （県武道館）
第3位 戸田麻夏佳 （剣士会） 第3位 須佐　孝介 （県武道館）

小学6年女子の部 小学6年男子の部
優勝 藤巻　奈緒 （県武道館） 優勝 岡田　知親 （剣誠会）
第2位 柳井　　雅 （振武館） 第2位 横川　　凛 （剣誠会）
第3位 青木　紗耶 （みやぎ） 第3位 須田　賢斗 （剣心会）
第3位 神尾　小雪 （みやぎ） 第3位 野﨑　天資 （清里）

中学女子の部 中学男子の部
優勝 石原みらい （第一中） 優勝 田中　雅浩 （南橘中）
第2位 石橋　穂美 （みやぎ中） 第2位 下島　　諒 （鎌倉中）
第3位 加藤　陽奈 （富士見中） 第3位 立見　　有 （南橘中）
第3位 柳　　千遥 （第七中） 第3位 髙橋　咲吾 （元総社中）

高校女子の部 高校男子の部
優勝 齋藤　里奈 （前商高） 優勝 河田　大将 （前商高）
第2位 本郷　　咲 （前商高） 第2位 狩野　太地 （育英高）
第3位 忍田　煕佳 （前商高） 第3位 川島　駿太 （前東高）
第3位 和南城　茜 （県央高） 第3位 大木　涼平 （育英高）

一般女子の部 一般男子団体の部
優勝 関口　貴子 優勝 前橋高校ＯＢ
第2位 松澤　聖子 第2位 鑚士会Ｂ
第3位 新井　直美 第3位 東剣Ｂ
第3位 曽田　幸子 第3位 鑚士会Ａ

先鋒 上野　敬正
次鋒 小田　真也

優　勝 中堅 中田　勝己
前橋選抜チーム 副将 松澤　和則
（３年連続） 大将 原　　三郎

男子団体 準優勝 女子個人
先鋒　上野　敬正 四将　星野　　優 準優勝　　新井　直美
次鋒　下野　裕樹 三将　角田　孝夫 第3位　　　齋藤　　愛
七将　藤田　優二 副将　堀　　雅仁 第3位　　　関口　貴子
六将　清水　則秀 大将　猪熊　義武
六将　広瀬　文彦 監督　松澤　和則
五将　小田　真也

成績

成績

第34回群馬県中北毛剣道大会
開催日 平成25年11月24日
場　所 前橋七中体育館

成績

大会名 第51回群馬県民大会
開催日 平成25年11月10日
場　　所 ぐんま武道館

大会名 第58回前橋市民スポーツ祭剣道大会
開催日 平成25年10月13日
場　　所 前橋市民体育館アリーナ



○　剣道三段
高木宗太郎 藤田　涼也 冨岡　京介 関根あかり 町田満里奈
松田　一秀 阿部　　嵐 大木　諒平 神宮　美虹 諸星　春菜
髙橋　　遼 狩野　太地 宮﨑　　恵 松島　美月 住谷　海里
星野　祐希 清水　捷稔 下　くるみ 一柳　　遥 多胡友理奈

○　剣道四段
楯　　一樹 黒須　昭徳 近江　俊哉　　　　　田部井美奈 飯野　玲子

○　剣道五段
佐藤　竜太 新井　康弘 佐藤佳世子

○　剣道六段
小野澤豊彦　　4月29日（京都） 田村　元朗 5月12日（愛知）
赤尾　和彦　　　5月12日（愛知） 池田　郁雄 8月18日（山形）
小笠原俊介 5月12日（愛知） 児玉　公昭 8月18日（山形）
大﨑　　環 5月12日（愛知） 根岸　雄一 11月25日（東京）

○　剣道七段
外処　大樹 11月26日（東京） 川田　信也 11月26日（東京）
田原　　博 11月26日（東京） 永倉　　隆 11月26日（東京）

○　剣道錬士
関口　貴子 5月6日（京都） 宮下　　悟 5月6日（京都）
武藤　真吾 5月6日（京都） 井下　勝生 5月6日（京都）

○　剣道教士
平林　要蔵 5月6日（京都） 市川　浩司 11月26日（東京）
福田　　昇 5月6日（京都）

鈴木　孝宏 池田　忠行 中澤伸一郎 菊池　　孝 中村江里奈 関口　敦象
田村　之道 猪熊　道夫 堀　　　雅仁 田村　元朗 成澤　　忍 田部井淑美
飯塚　　亘 塩谷　義明 中川　昌俊 小笠原俊介 里　　佳明
井上　賢二 川田　信也 新倉　明彦 赤尾　和彦 髙川　聡美
大谷　秋雄 小林　久雄 井下　勝生 根岸　俊之 関　　直子
浦上　広行 樋口　道夫 武藤　真吾 藤原　光利 久保田佳幸 参加37名
平林　要蔵 吉田　　弘 戸塚　範光 伊藤　喜章 坂入　　敦

本大会出場者 支部出場者
次鋒の部 2名

先鋒 鯉沼　宏仁（前橋高校） 五将の部 10名
中堅の部 2名

三将 植原　俊樹（県警） 三将の部 14名
副将の部 11名

大将 梅山晋太郎（県警） 大将の部 4名

開催日 平成26年2月23日
場　　所 ぐんま武道館

受講者

講習会名 群馬県剣道講習会
開催日 平成26年1月19日
場　　所 ぐんま武道館

大会名 第61回全日本都道府県対抗県予選

合格者

全国審査 6・7段・錬士・教士合格者

秋季審査

合格者

3・4・5段審査会
開催日 平成25年10月6日
場所 ぐんま武道館

成績



ぐんま武道館第2道場

初段合格者　 122名 市民体育館剣道場
二段合格者 90名 市民体育館剣道場

初段合格者　 21名 市民体育館剣道場
二段合格者 32名 市民体育館剣道場

○　剣道三段
木村　昌昭 川島　駿太 山口　勇介 石井　大貴 柴田　夏実
相原　大輝 小林　千尋 栗原　稜太 望月　　瞭 森嶋　彩香
七五三木海生 黛　　俊哉 阿久澤レイマート 塩原　　諭 松島　世奈
赤松　裕太 堀　　巧磨 飯田　龍一 瀬戸　侑弥 山本あかり
木村　亮太 阿部　　匠 長沼　正徳 石田　拓斗 齋藤　加奈
髙橋　洋充 川崎　和哉 枽原　睦樹 三田　　信 鉾田　実貢

○　剣道四段
山口　拓巳 石間　経章 関口　敦象 田部井淑美

○　剣道五段
半澤　慎哉 池田　晴樹 丸山　　寿 北野　　求

合格者

内容

春季審査 3・4・5段審査会
開催日 平成26年3月9日

ぐんま武道館

藤岡多野支部との合同稽古

他支部との交流合同稽古会

平成25年11月23日

初二段審査

平成25年9月15日
平成25年9月15日

平成26年2月22日
平成26年2月22日

内容


