
小平市剣道連盟主催 

「近隣市町村錬成大会」結果報告 

午前 9時から正午まで 

場所 国立精神・神経医療研究センター内レクリエーションセンター（体育館） 

小平市小川東町４－１－４ 

監督 

小学生 武井学 

中学生 武井忍 

審判  小室弘樹、東玲子 

《小学生》 

［Aチーム］ 

    八島尚矢（三鷹警察）、清水悠生、富松昂大、浦上浦上周悟（武道館）、二森空（高山） 

［Bチーム］ 

    森田あゆみ（三鷹警察）、宍戸孝行、小寺俊暢（以上宗武館）、金子春太郎、蝦澤慶太郎、    

内田直希（以上武道館） 

《中学生》 

佐藤亮太（三鷹三中）、石井裕大（三鷹中等）、平櫛功志朗（三鷹警察）、内藤秀一郎（武道館）、

武井千洋（以上宗武館）、小松崎晴菜（三鷹三中） 

 

【所感】 

強化稽古や練成試合を多くやることで、全体的にレベルアップしているように感じます。 

徐々にではありますが、子供達同士のつながりも出てきています。 

「つながり＝信頼関係」ができてきたことで、だんだんとチームで試合ができるようになってきま

した。 

あとは気持ちの問題です。 

相手に負けない気持ちをもっと強く持ち、試合をやってもらいたいと思います。 

非常に良い流れできていますので、西東京剣道大会が楽しみです。 

最後になりましたが、暑い中、今回も保護者のみなさまに強力にサポートしていただきました。 

厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

                                   三鷹市剣道連盟 

                                   ジュニア育成指導者 

                                                   武井     学 



 

〔第一試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

清水 八島 富松 浦上 二森 2

メ　　　 コ　　メ 3

ド　　メ メ　　　 3

小坂 秋山 塩崎 小池 古館 2

〔第二試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 森田 小寺 金子 蝦澤 1

メ　　メ メ　　　 メ　　 4

メ　　メ メ　　 3

大沢 小出 宮坂 五十嵐 川本 1

〔第三試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

清水 八島 富松 浦上 二森 3

メ　　コ メ　　 コ　　メ 5

ド　　 1

野久保 笠原 河野 吉木 角 1

〔第四試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

小寺 内田 宍戸 蝦澤 金子 1

メ　　メ 2

0

中川 石垣 小出 五十嵐 川本 0

〔第五試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

清水 八島 富松 浦上 二森 3

メ　　メ メ　　メ コ　　コ メ　　　 7

ド　　　 ド　　ド メ　　ド 5

長岡 蔦村 竹端 小竹 茂木 2

〔第六試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 内田 蝦澤 森田 金子 2

メ　　メ メ　　メ 4

メ　　　 コ　　ド 3

松崎 宇都宮 飯島 小出 柴田 2

〔第七試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

清水 八島 富松 浦上 二森 0

メ　　　 メ　　　 2

メ　　　 メ　　　 コ　　コ 4

伊東 中原 神谷 小林 越智 2
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三鷹
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小平市剣道連盟練成会　〔２０１５年７月１１日（土）〕　《小学生》

三鷹Ａ
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三鷹Ｂ

武蔵村山
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〔第一試合〕

ポジション 先先鋒 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

内藤 平櫛 武井 佐藤 小松崎 石井 0

コ　　　 1

メ　　メ メ　　　 メ　　メ メ　　メ コ　　メ 9

清水 松本 手塚 座間 笠井 越智 5

〔第二試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

内藤 平櫛 武井 小松崎 佐藤 1

メ　　コ 2

メ　　　 1

岩崎 中川 萩野 小久保 石垣 1

〔第三試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

佐藤 内藤 武井 石井 小松崎 3

メ　　メ メ　　メ メ　　メ 6

メ　　　 コ　　　 2

牧山 渡部 丸山 森岡 杉田 1

〔第四試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

佐藤 内藤 武井 小松崎 石井 1

コ　　コ コ　　　 3

メ　　コ コ　　メ メ　　コ メ　　メ 8

大沢 箕輪 藤田 平川 三好 4

国分寺

三鷹

調布

三鷹

西東京市剣友会練成会　〔２０１５年６月２７日（土）〕　《中学生》

三鷹

小平Ａ

三鷹

武蔵村山


