
第６６回上田市民総合体育大会（剣道・居合道競技）

部門 順位 名前 よみがな 分団

小学校二年男子 優　勝 安田陵人 やすだたかと 中央

小学校二年男子 第二位 丹羽大和 にわやまと 南

小学校二年男子 第三位 平林未来琉 ひらばやしみくる 川西

小学校二年女子 優　勝 邑田菜々子 むらたななこ 中央

小学校二年女子 第二位 山越寛菜 やまこしかんな 神科

小学校二年女子 第三位 嚴　方辰 いえん　ふぁんちぇん 中央

小学校三年男子 優　勝 内藤　馨 ないとうかおる 中央

小学校三年男子 第二位 山越櫻大 やまこしおうだい 神科

小学校三年男子 第三位 平林来夢 ひらばやしらいむ 川西

小学校三年男子 第三位 竹内蒼恭 たけうちそうすけ 長和

小学校三年女子 優　勝 寺島愛理 てらしまあいり 長和

小学校三年女子 第二位 笠原茉里香 かさはらまりか 中央

小学校三年女子 第三位 仁木咲良 にきさくら 神科

小学校三年女子 第三位 権田あゆむ ごんだあゆむ 神科

小学校四年男子 優　勝 召田晴澄 めすだはると 中央

小学校四年男子 第二位 清水琥太郎 しみずこたろう 丸子

小学校四年男子 第三位 土田優作 つちだゆうさく 中央

小学校四年男子 第三位 宮下大知 みやしただいち 真田

小学校四年女子 優　勝 田中里歩 たなかりほ 塩田

小学校四年女子 第二位 高木野子 たかぎのこ 神科

小学校四年女子 第三位 中沢亜友子 なかざわあゆこ 真田

小学校五年男子 優　勝 黒岩咲哉 くろいわさくや 中央

小学校五年男子 第二位 小出拓磨 こいでたくま 中央

小学校五年男子 第三位 赤羽　洸 あかはねひろき 川西

小学校五年男子 第三位 古田晃大 ふるたこうだい 南

小学校五年女子 優　勝 権田はるの ごんだはるの 神科

小学校五年女子 第二位 齋藤友桔菜 さいとうゆきな 神科

小学校五年女子 第三位 星野恵里佳 ほしなえりか 長和

小学校六年男子 優　勝 阿藤颯助 あとうさすけ 中央

小学校六年男子 第二位 邑田龍一 むらたりゅういち 中央

小学校六年男子 第三位 甲田　帆 こうだせいる 東

小学校六年男子 第三位 舟久保和也 ふなくぼかずや 長和

小学校六年女子 優　勝 坂本侑愛 さかもとゆめ 神科

小学校六年女子 第二位 塚原樹里 つかはらじゅり 神科

小学校六年女子 第三位 宮下美誓 みやしたみちか 豊殿

中学一年男子 優　勝 坂田拓海 さかたたくみ 五中

中学一年男子 第二位 関　大和 せきやまと 四中

中学一年男子 第三位 田畑　遼 たばたりょう 二中

中学一年男子 第三位 齊藤流青 さいとうりゅうせい 三中

中学一年女子 優　勝 権田こなつ ごんだこなつ 五中

中学一年女子 第二位 吉池舞子 よしいけまいこ 真田中

中学一年女子 第三位 八巻有沙 やまきありさ 塩田中

中学一年女子 第三位 石田華瑠 いしだはるる 三中

中学二年男子 優　勝 黒岩侑飛 くろいわゆうひ 三中

中学二年男子 第二位 遠田圭佑 えんだけいすけ 五中

中学二年男子 第三位 宮本渉汰 みやもとしょうた 四中

中学二年男子 第三位 内藤　武 ないとうたける 三中

中学二年女子 優　勝 上條純佳 かみじょうあやか 一中

中学二年女子 第二位 唐澤祐衣 からさわゆい 二中

中学二年女子 第三位 成澤仁菜 なるさわにいな 三中

中学二年女子 第三位 池田史奈 いけだふみな 五中

最優秀賞 石山裕一 いしやまゆういち

優秀賞 竹内啓子 たけうちけいこ

敢闘賞 藤本綾芽 ふじもとあやめ

団  体  戦 優　勝 上田中央分団A　 選手名は別紙参照

団  体  戦 第二位 上田神科分団

団  体  戦 第三位 上田豊殿分団

団  体  戦 第三位 上田南分団　

投稿責任者　市村　恵一
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第６６回上田市民総合体育大会
（剣道・居合道競技）

平成２９年９月１６日（土）
上田城跡公園体育館

部門 順位 団体名 名前

団体戦 優　勝 上田中央分団A 黒岩咲哉

優　勝 上田中央分団A 阿藤颯助

優　勝 上田中央分団A 半田隆一

優　勝 上田中央分団A 邑田龍一

優　勝 上田中央分団A 小出拓磨

団体戦 第二位 上田神科分団 仁木良彦

第二位 上田神科分団 塚原樹里

第二位 上田神科分団 権田はるの

第二位 上田神科分団 柳澤美乃

第二位 上田神科分団 坂本侑愛

団体戦 第三位 上田豊殿分団 増川京志

第三位 上田豊殿分団 大村日那子

第三位 上田豊殿分団 塩沢侑大

第三位 上田豊殿分団 宮下美誓

第三位 上田豊殿分団 宮崎恭伍

第三位 上田豊殿分団 坂口煌大

団体戦 第三位 上田南分団 関　大翔

第三位 上田南分団 小林幸希

第三位 上田南分団 宮本啓佑

第三位 上田南分団 古田晃大

第三位 上田南分団 若林奏磨

団体戦 優　勝 上田中央分団A

第二位 上田神科分団

第三位 上田豊殿分団

第三位 上田南分団



第６６回上田市民総合体育大会
（剣道・居合道競技）

平成２９年９月１６日（土）
上田城跡公園体育館

部門 順位 名前

居合道 最優秀賞 石山裕一

優秀賞 竹内啓子

敢闘賞 藤本綾芽



第６６回上田市民総合体育大会

（剣道・居合道競技）

開 催 日 平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ６ 日 ( 土 )

会 場 上 田 城 跡 公 園 体 育 館

主 催 上田市・上田市教育委員会・（一財）上田市体育協会

主 管 上田剣道連盟

上田市/真田/丸子/長和町/青木村剣道スポーツ少年団指導者




