
西東京市剣友会練成会の試合結果 

主催 西東京市剣友会 

6月 27日（土）西東京市スポーツセンター 

参加団体 

三鷹市剣道連盟 

西東京市剣友会 

東久留米市剣道連盟 

武蔵村山市剣道連盟 

朝霞市剣道連盟 

以上 5団体より各 2チーム参加 

Aチーム 

監督武井学 

清水悠生（三鷹武道館） 

八島尚矢（三鷹警察） 

富松昂大（三鷹武道館） 

浦上周悟（三鷹武道館） 

二森空（高山剣道愛好会） 

Bチーム 

監督武井忍 

金子春太郎（三鷹武道館） 

森田あゆみ（三鷹警察） 

中村海季（三鷹武道館） 

蝦澤慶太郎（三鷹武道館） 

内田直希（三鷹武道館） 

宍戸孝行（西三鷹宗武館） 

【監督所感】 

試合を重ねるにつれ硬さも取れ、段々とチームのまとまりが出てきたように感じました。 

本番を想定し技を試すよう話しをしましたが、なかなか思うようにはいかなかったようです。 

練習試合は、日頃から稽古をしている技を試す絶好のチャンスです。 

次回は、技を試しながら試合をしてもらいたいと思います。 

最後になりましたが、いつも強力にサポートしてくださるご父母のみな様に対し、厚くお礼申し

上げます。 

ありがとうございました。（Jr育成指導者 武井学）                                                

 

各チームのスコアは次頁以降に掲載します。 

 

 

 

 



 

〔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 5

メ　　コ メ　　メ メ　　メ コ　　メ メ　　メ 10

0

橋本 鈴木 天井 北村 佐藤 0
　

〔第二試合〕

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 5

ド　　メ メ　　メ メ　　メ コ　　メ メ　　メ 10

0

森下 山本 韮塚 佐原 鈴木 0

〔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 5

コ　　メ メ　　メ メ　　メ メ　　メ メ　　反 10
△

△ 0

関口 松田 藤原 酒井 高田 0

〔第四試合〕

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 メ　　メ 6

メ　　　 ド　　ド メ　　　 4

渡辺 永見 村野 船谷 中村 1

〔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 5

メ　　メ メ　　メ メ　　メ メ　　メ メ　　メ 10

メ　　　 1

斉田 伊藤 油谷 山本 渡部 0

〔第六試合〕

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

コ　　　 メ　　メ コ　　メ コ　　コ 7

メ　　　 メ　　　 コ　　　 3

赤塚 渡辺 石川 神尾 阿蘇 1

〔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 5

コ　　ド メ　　メ メ　　メ コ　　コ メ　　メ 10

0

大沢 井出 比留間 鏑木 平野 0

〔第八試合〕

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 5

メ　　メ メ　　ド メ　　コ コ　　メ メ　　メ 10

メ　　　 1

小出 川本 五十嵐 石垣 宮坂 0
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〔第一試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

中村 森田 蝦澤 中村 金子 4

メ　　メ メ　　コ メ　　メ ド　　　 9

0

森下 山本 韮塚 佐原 鈴木 0

〔第二試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

蝦澤 森田 中村 内田 金子 1

メ　　メ コ　　　 コ　　　 4

ド　　メ ド　　ド メ　　メ ド　　メ 8

渡辺 永見 村野 船谷 中村 4

〔第三試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

森田 内田 中村 宍戸 蝦澤 0

0

メ　　ド メ　　　 コ　　ド 5

赤塚 渡辺 石川 神尾 阿蘇 3

〔第四試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 蝦澤 内田 森田 金子 2

メ　　メ メ　　メ コ　　　 5

メ　　　 コ　　　 メ　　　 3

石垣 小出 宮坂 川本 五十嵐 1

〔第五試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 内田 中村 森田 金子 3

メ　　コ ド　　メ コ　　反 6
△

△ ド　　ド 2

北村 冨山 橋本 佐藤 天井 1

〔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 蛯澤 中村 金子 4

メ　　 ド　　コ メ　　メ コ　　メ 7

メ　　メ メ　　　 3

関口 松田 藤原 酒井 高田 1

〔第七試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 内田 森田 蛯澤 金子 3

メ　　メ メ　　メ メ　　 メ　　メ メ　　 8

ド　　 　 ド　　 2

斉田 伊藤 油谷 渡部 渡部 0

〔第八試合〕

ポジション 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝敗

宍戸 内田 中村 蛯澤 金子 5

メ　　メ 反　　メ メ　　メ コ　　メ メ　　メ 10
△

△ 0

平野 笹沼 石井 鏑木 平野 0
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