
我孫子市民剣道大会入賞者一覧 第１４回大会以降

種　目

第１４回　　　　 昭和５９年度 　昭和５９年１０月２８日　於．我孫子高校体育館

小学生低学年 平山　俊吾 根戸剣 仁平　義邦 根戸剣 栗原　浩次 根戸剣

小学高学年男子 秋葉　紀明 根戸剣 大野　浩志 湖北剣 大山　公士 根戸剣

小学高学年女子 木島　泰子 根戸剣 鎌田　礼子 根戸剣 足立美由紀 根戸剣

中学生・男子 上山　茂行 白山中 森　　康之 湖台中 木村　裕之 白山中

中学生・女子 山際　裕子 湖台中 松下　直子 白山中 正樹　則子 我孫中

高校生・男子 田中　　優 湖北高 古川　知彦 中院高 中村　敏和 中院高

高校生・女子 清田　典子 八千代松蔭 大場　智美 中院高 内山真由美 中院高

大学・一般 畑崎　宗也 湖高教員 土橋　文雄 中院大 伊藤　信吾 中院大

第１５回　　　　 昭和６０年度 　昭和６０年１０月２０日　於．我孫子高校体育館

小学生低学年 鈴木　直人 根戸剣 菊池　亮介 根戸剣 小山　茂夫 布佐小

小学高学年男子 桜井　　琢 柴崎剣 大橋　直人 柴崎剣 中川　晃成 根戸剣

小学高学年女子 木島　泰子 根戸剣 飯田　道代 根戸剣 下国　淳子 根戸剣

中学生・男子 北島浩太郎 日大付属 田中　英敏 白山中 神蔵　正信 湖北中

中学生・女子 中村早百合 白山中 小川　正子 白山中 小野田祐子 我孫中

高校生・男子 塚原　敦之 流山東 新田　　健 我孫高 柴田　康則 我孫高

高校生・女子 菅野由美子 我孫高 高橋　暁子 我孫高 佐藤　博子 我孫高

大学・一般 石黒　栄信 我孫剣 小池　和則 我孫剣 畑崎　宗也 湖高教員

第１６回　　　　 昭和６１年度 　昭和６１年１０月１９日　　於．市民体育館

小学生初心者 保科　　豊 我孫剣 小林　勝憲 根戸剣 除　東　浩 柴崎剣 渡部りつ子 我孫剣

小学生低学年 加茂　恒輝 根戸剣 伊藤　裕章 湖北剣 柴田　高弘 我孫剣 大山　道臣 根戸剣

小学高学年男子 栗原　耕次 根戸剣 中台　尚秀 根戸剣 鈴木　和幸 根戸剣 佐々木陽孝 根戸剣

小学高学年女子 西田　　愛 柴崎剣 富田　幸代 柴崎剣 酒林千寿子 柴崎剣 矢野真理枝 柴崎剣

中学生・男子 寺門　広行 白山中 秋葉潤一郎 白山中 大山　公士 久寺中 中台　弥秀 久寺中

中学生・女子 栗田　麻衣子 久寺中 伊藤　真理 我孫中 塚原真由子 湖北中 足立美由紀 久寺中

高校生・男子 石澤　文雄 我孫高 増田　英樹 我孫高 古田　　聡 布佐高 高木　一幸 我孫高

高校・一般女子 海老原京子 我孫高 増田　正子 湖北高 長　奈津美 我孫剣 石橋　智子 布佐高

大学一般三段迄 原田　由久 ＮＥＣ 中村　英二 中院大 樋渡　泰男 ＮＥＣ 小川　広志 ＮＥＣ

大学一般四段以上 石黒　栄信 我孫剣 川上　耕毅 ＮＥＣ 大塚　則夫 相知館 古谷　　勇 我孫剣

第１７回　　　　 昭和６２年度 　昭和６２年１０月　日　　於．市民体育館

小学生低学年 小口　具邦 湖北剣 田口　茂人 根戸剣 渡部　弘一 根戸剣
小学高学年男子 佐藤　慶一 根戸剣 鈴木　直人 根戸剣 山下　真人 柴崎剣
小学高学年女子 酒林千寿子 柴崎剣 中曽根寛子 我孫剣 秋元身依子 柴崎剣
中学生・男子 井上　　優 白山中 大山　公士 久寺中 大橋　　達 根戸剣
中学生・女子 西田　　愛 我孫中 玉井　理恵 久寺中 富田　幸代 柴崎剣

大学一般三段迄 栗田　伸也 中院大 加藤　雅宏 中院大 高岡　源二 我孫剣 ※栗田選手は現湖北剣の先生

大学一般四段以上 原田　由久 ＮＥＣ 小池　和則 我孫剣 笹原　正次 我孫剣

第１８回　　　　 昭和６３年度 　昭和６３年１１月２７日　　於．市民体育館

小学生低学年 伊藤　　亮 柴崎剣 酒林謙太郎 柴崎剣 佐藤　由洋 湖北剣 小椋　　崇 若竹剣
小学高学年男子 大山　道臣 根戸剣 飯田　耕治 根戸剣 泉山　　淳 我孫剣 近藤　浩太 柴崎剣
小学高学年女子 斉藤　紀子 根戸剣 末吉　由紀 湖北剣 梅澤　保江 根戸剣 神原　弥生 湖北剣
中学生・男子 中台　弥秀 久寺中 栗原　耕次 久寺中 図末　陽一 我孫中 名越　祐介 湖北中
中学生・女子 飯塚　優子 湖北中 冨田　幸代 我孫中 小池しのぶ 布佐中 牧野えりか 湖北中
高校生・男子 寺門　広行 我孫高 冨田　賢司 柴工大柏 大山　公士 柴工大柏 鎌田光一郎 根戸剣

高校・一般女子 根本　清美 二階堂高 高田　恵美 二階堂高 鈴木　詠子 布佐高 森山　益代 二階堂高
大学一般三段迄 原田　昌弘 中院大 土田　直哉 中院大 石川　秀彦 個　人 高岡　源二 我孫剣

大学一般四段以上 石黒　栄信 我孫剣 及川　寿彦 湖北剣 高橋　孝雄 湖北剣 後藤　光康 我高教員
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種　目 第　　１　　位 第　　２　　位 第　　３　　位 第　　３　　位

第１９回　　　　 平成元年度 　平成元年１１月１２日　於．市民体育館

小学生低学年 田中　一生 根戸剣 部谷　　優 柴崎剣 滝野　稔久 湖北剣 嶋田　祐介 根戸剣
小学高学年男子 鈴木　和弘 根戸剣 小口　具邦 湖北剣 有馬俊一郎 柴崎剣 田口　茂人 根戸剣
小学高学年女子 田中　絢子 根戸剣 宮崎加奈子 根戸剣 山口　恵子 根戸剣 神原　弥生 湖北剣
中学生・男子 松延　純司 柴崎剣 小谷　岳司 久寺中 寺岡　義行 我孫中 武石　　修 我孫中
中学生・女子 西田　　愛 我孫中 大本　七重 湖北中 牧野えりか 湖北中 飯塚　優子 湖北中
高校生・男子 金田　祥典 足立高 図末　陽一 湖北高 六呂田高弘 我孫剣 千葉　秀夫 足立高
高校一般女子 高田　恵美 二階堂高 荒木ひろみ 布佐高 森山　益代 二階堂高 酒井　美早 中院高

大学一般三段迄 林　　秀二 中院大 加藤　雅宏 中院大 土田　直哉 中院大 佐藤　由祐 若竹剣
大学一般四段以上 高橋　孝雄 湖北剣 小池　和則 我孫剣 山崎　安一 我孫剣 大角　　到 ＮＴＴ

第２０回　　　　 平成２年度 平成２年１１月２５日　於．市民体育館

小学生低学年 酒井喜代治 根戸剣 橋本　　豊 柴崎剣 渡辺　雅也 根戸剣 幸田真由美 根戸剣
小学高学年男子 田中　一生 根戸剣 菊池　勇介 根戸剣 伊藤　　亮 柴崎剣 渡辺　　健 我孫剣
小学高学年女子 長島　裕穂 我孫剣 山本　桃子 柴崎剣 岡田　怜奈 我孫剣 宮崎加奈子 根戸剣
中学生・男子 伊東　宏峰 白山中 藤林　克則 我孫中 只松　進也 久寺中 守田　淳平 久寺中
中学生・女子 末吉　由紀 布佐中 田村　果絵 湖北中 斉藤　紀子 久寺中 梅澤　保江 久寺中
高校生・男子 稲垣　順平 我孫高 栗林　耕次 東葛高 伊達　大輔 我孫剣 佐藤　信彰 流大柏

大学一般三段迄 廣場　啓祐 市内泉 三浦　敏郎 我孫剣 上原幸一郎 中院大 小池しのぶ 我孫高
大学一般四段以上 崎尾　徹也 我高教員 高橋　孝雄 湖北剣 永倉　英己 我孫剣 安島　孝行 ＮＴＴ

第２１回　　　　 平成３年度 平成４年１月２６日　　於．市民体育館

小学生低学年 大澤　瑞樹 根戸剣 吉野　　尊 柴崎剣 藤木　れお 布　佐 浅井　宏之 柴崎剣

小学高学年男子 野原　基伸 我孫剣 山口　　裕 根戸剣 佐藤　貴裕 根戸剣 向　　康司 若竹剣

小学高学年女子 前野　恵美 湖北剣 小山　佳子 柴崎剣 遠藤　瑞奈 柴崎剣 河島亜矢子 我孫剣

中学生・男子 鈴木　和弘 久寺中 澤田　光司 我孫剣 辻　　祥典 久寺中 八重樫　保 湖台中

中学生・女子 石田　早苗 湖台中 田上　直美 湖台中 安本奈津江 久寺中 五十嵐実里 布佐中

一般男三段迄 三浦　敏郎 我孫剣 伊並　宏樹 湖北剣 上原幸一郎 中院大 嶋田　泰志 我孫剣

一般男四段以上 高橋　孝雄 湖北剣 原田　由久 ＮＥＣ 永倉　英己 我孫剣 岡村　耕三 我警察

第２２回　　　　 平成４年度 平成４年１１月２９日　　於．市民体育館

小学生低学年 折戸　奨一 湖北剣 海老原　剛 柴崎剣 秋田　康隆 湖北剣 武藤　大介 柴崎剣
小学生高学年 西村　　崇 根戸剣 海老原　司 柴崎剣 辻　　啓樹 我孫剣 関本　竜平 我孫剣
中学生・男子 小松　庸人 久寺中 澤田　光司 柴崎剣 中尾　明弘 久寺中 渡邉　弘一 久寺中
中学生・女子 安本奈津江 久寺中 三浦　祐美 我孫中 荒井真紀子 我孫中 島村由布子 久寺中
高校生・男子 塚田　晋也 我孫高 高橋賢太郎 布佐高 関宮　伸一 布佐高 橋本　　丈 湖北高

大学一般三段迄 清田　典子 我孫剣 伊並　宏樹 湖北剣 安田　　玄 我孫剣 海老原　稔 布佐高
大学一般四段以上 大角　　到 我孫剣 安島　孝行 我孫剣 高橋　孝雄 湖北剣 三浦　敏郎 我孫剣

第２３回　　　　 平成５年度 　平成５年１１月２８日　　於．市民体育館

小学生低学年 立花　孝太 我孫剣 海老原　剛 柴崎剣 古屋恵史郎 根戸剣 織田　　忠 我孫剣

小学生高学年 海老原　司 柴崎剣 折戸　奨一 湖北剣 山崎　春香 根戸剣 小林　直樹 我孫剣

中学生・男子 瀧野　稔久 湖北中 根本悠之介 根戸剣 大澤　志織 久寺中 井川　光弘 湖北中

中学生・女子 前野　恵美 湖北中 三浦　祐美 我孫中 津村　志穂 久寺中 坂巻　陽子 湖北中

高校生・男子 村岡　圭介 湖北高 橋本　　丈 湖北高 豊田　真吾 湖北高 高橋　　淳 湖北高

一般男三段迄 酒井　利男 一　般 鈴木　隆行 我孫剣 八巻　正人 若竹剣 荒井　重行 我孫剣

一般男四段以上 大角　　到 我孫剣 小池　久雄 台中教 原田　山久 ＮＥＣ 工藤　　隆 我高教

第２４回　　　　 平成６年度 　平成６年１１月２０日　　於．市民体育館

小学生低学年 小野　真澄 若竹剣 林　貴代子 若竹剣 速水　　悠 我孫剣 山本　健二 根戸剣

小学生高学年 濱瀬　乙香 柴崎剣 折戸　奨一 湖北剣 古屋太一郎 根戸剣 森　　直輝 根戸剣

中学生・男子 平山　宗介 久寺中 菅原　直哉 我孫中 吉野　　尊 我孫中 渡辺　雅也 久寺中

中学生・女子 小山　佳子 布佐中 井川　京子 湖北中 新井　陽子 湖北中 曽我麻美子 湖北中

高校生・男子 内田　信孝 中院高 秋葉　洋一 中院高 恩田　茂樹 中院高 市川　裕一 中院高

高校一般女子 平野　由香 湖北高 清田　典子 柏養教 大内　純子 中院高 香取　妥枝 布佐高

一般男三段迄 金田　祥典 中央大 大山　公士 我孫剣 外丸　勝利 我孫剣 海老原　稔 布高教

一般男四段以上 厨　　清次 一般 工藤　　隆 我高教 高橋　孝雄 我孫剣 永倉　英己 我孫剣
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第２５回　　　　 平成７年度 　平成７年１１月１９日　　於．市民体育館

小学生低学年 折戸　洋佑 湖北剣 竹内　亮太 相知館 津波古祥平 根戸剣 永倉　洋介 根戸剣

小学生高学年 海老原　剛 柴崎剣 立花　孝太 我孫剣 日髙　誠大 湖北剣 山本　健二 根戸剣

中学生・男子 平山　宗介 久寺中 菅　敬二郎 我孫中 山崎　裕介 湖台中 菅原　正芳 湖北中

中学生・女子 新井　陽子 湖北中 西元　香織 布佐中 井川　京子 湖北中 濱瀬　乙香 我孫中

高校生・男子 市川　裕一 中院高 地主　寛幸 中院高 杉浦　隆一 湖北高 内野　貴夫 布佐高

高校一般女子 北島　綾乃 我孫高 大内　純子 中院高 萩原　郁子 布佐高 佐藤珠希子 我孫高

一般男三段迄 塚口　成孝 我孫剣 金田　祥典 若竹剣 大山　公士 我孫剣 向　　一男 若竹剣

一般男四段以上 高橋　孝雄 我孫剣 厨　　清次 我孫剣 工藤　　隆 我高教 宮本　　均 我孫剣

第２６回　　　　 平成８年度 　平成８年１１月１７日　　於．市民体育館

小学生低学年 折戸　洋佑 湖北剣 永倉　洋介 根戸剣 染谷　将俊 湖北剣 広瀬麻知子 我孫剣
小学生高学年 田口　恵佑 我孫剣 山本　健二 根戸剣 小野　真澄 若竹剣 濱瀬　香織 柴崎剣
中学生・男子 立花　孝太 布佐中 岩藤　和祐 我孫中 小松　正義 久寺中 大江　正孝 湖北中
中学生・女子 松村　知英 布佐中 濱瀬　乙香 我孫中 斉藤　和美 布佐中 栗須　　藍 布佐中
高校生・男子 中尾　明弘 湖北高 新井　裕史 個　人 米本　勇人 我孫高 高橋　俊雄 布佐高
高校一般女子 北島　綾乃 我孫高 武本　友美 中院高 鬼沢亜矢子 我孫高 佐藤珠希子 我孫高
一般男三段迄 大山　公士 我孫剣 牛久　隆之 柴崎剣 瀧田　裕和 我孫剣 海老原　稔 布高教

一般男四段以上 宮本　賢治 個　人 高橋　孝雄 我孫剣 工藤　　隆 我高教 大角　　到 我孫剣

第２７回　　　　 平成９年度 　平成９年１１月１６日　　於．市民体育館

小学生低学年 衣笠　詠一 根戸剣 永倉　恵介 根戸剣 石田　　圭 根戸剣 渡辺　卓巳 布　佐
小学生高学年 織田　　忠 我孫剣 澤田　直樹 根戸剣 折戸　洋佑 湖北剣 松井　宏樹 根戸剣
中学生・男子 立花　孝太 布佐中 落合　宣夫 布佐中 増田　修平 湖北中 広瀬賢二郎 我孫中
中学生・女子 濱瀬　乙香 我孫中 根本　恵理 湖北中 濱瀬　香織 我孫中 宗像　芳江 布佐中
高校生・男子 座間　清春 中院高 中里　定範 布佐高 大場　康弘 湖北高 田嶋　宙夢 我孫高
高校一般女子 市川　敦子 我孫剣 植田有美子 中院高 小林有衣子 中院高 武本　友美 中院高
一般男三段迄 佐々木陽孝 我孫剣 塚口　成孝 我孫剣 秋葉　　攻 若竹剣 藤崎　康弘 柴崎台

一般男四段以上 工藤　　隆 我高教 大角　　到 我孫剣 宮本　賢治 個　人 小野寺俊郎 我孫剣

第２８回　　　　 平成１０年度 　平成１０年１１月２３日　於．市民体育館

小学生低学年 永倉　恵介 根戸剣 豊島　慶明 湖北剣 飯島　史彬 柴崎剣 飯田　寛明 我孫剣
小学生高学年 折戸　洋佑 湖北剣 青野　崇宏 湖北剣 井上　貴宏 若竹剣 博田　容平 我孫剣
中学生・男子 染谷　亮介 湖北中 岩方　　寛 布佐中 太田　圭一 白山中 館野　大祐 布佐中
中学生・女子 岩尾　光未 久寺中 森田　貴恵 布佐中 小池真由美 布佐中 前川　直子 久寺中
高校生・男子 田嶋　宙夢 我孫高 豊島　悦人 布佐高 塚本伸太郎 我孫高 高橋　俊雄 布佐高
高校一般女子 濱瀬　乙香 柴崎剣 上野　早紀 中院高 市川　敦子 我孫剣 斉藤　祥子 布佐高
一般男三段迄 阿曽　　勉 我孫剣 塚口　成孝 我孫剣 瀧田　裕和 我孫剣 鎌田光一郎 我孫剣

一般男四段以上 厨　　清次 我孫剣 蒲野　秀之 個　人 吉田　正彦 我孫剣 笹原　正次 我孫剣

第２９回　　　　 平成１１年度 平成１１年１１月２３日　於．市民体育館

小学生低学年 藪下　法子 根戸剣 飯野　美咲 根戸剣 窪田　建明 根戸剣 寺嶋　太郎 根戸剣
小学生高学年 博田　容平 我孫剣 衣笠　詠一 根戸剣 池上　正剛 柴崎剣 広瀬麻知子 我孫剣
中学生・男子 津波古祥平 久寺中 田口　恵佑 白山中 本間　勇人 久寺中 飯塚　達也 布佐中
中学生・女子 佐藤　裕佳 湖北中 藤原　理恵 久寺中 加藤美菜子 布佐中 濱崎　麻衣 湖北中
高校生・男子 岩藤　和祐 我孫高 平野　裕之 鎌西高 湯浅　正志 中院高 坂口　伸吾 我孫高
高校一般女子 濱瀬　乙香 六実高 市川　敦子 我孫剣 荒井久美子 個　人 ・ ・
一般男三段迄 阿曽　　勉 我孫剣 川久保　修 我孫剣 鈴木　和幸 個　人 松本　　武 我孫剣

一般男四段以上 宮本　賢治 個　人 工藤　　隆 我高教 厨　　清次 我孫剣 木村　清司 我孫剣
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第３０回　　　　 平成１２年度 平成１２年１１月１９日　　於．市民体育館

小学生低学年 登島　　輝 柴崎剣 林　　大樹 湖北剣 河野　俊平 柴崎剣 竹原　和弘 柴崎剣

小学生高学年 永倉　恵介 根戸剣 高木　美裕 柴崎剣 藪下　法子 根戸剣 豊島　慶明 湖北剣

中学生・男子 小松　卓弥 布佐中 井上　貴宏 湖台中 松井　宏樹 根戸剣 佐藤　潤一 湖北中

中学生・女子 林　　佳奈 湖北中 寺島　桃子 久寺中 藤原　理恵 久寺中 高橋　和菜 湖北中

高校生・男子 岩藤　和裕 我孫高 田口　恵佑 県柏高 森　　岳志 中院高 山本　健二 県柏高

高校一般女子 市川　敦子 我孫剣 林田　優佳 我孫高 古谷　智子 中院高 竹内　美幸 柴崎剣

一般男三段迄 柳田　和行 柴崎剣 阿曽　　勉 我孫剣 秋葉　　攻 若竹剣 牛久　隆之 柴崎剣

一般男四段以上 厨　　清次 我孫剣 笹原　正次 我孫剣 蒲野　秀之 柴崎剣 大角　　到 我孫剣

第３１回　　　　 平成１３年度 平成１３年１１月１８日　　於．市民体育館

小学生低学年 近内　亮佑 根戸剣 後藤　一斗 柴崎剣 濱谷　　奨 湖北剣 徳永　祐諭 根戸剣
小学生高学年 登島　　輝 柴崎剣 窪田　建明 根戸剣 飯野　実咲 根戸剣 藪下　法子 根戸剣
中学生・男子 佐藤　潤一 湖北中 永倉　洋介 久寺中 染谷　将俊 湖北中 池上　正剛 我孫中
中学生・女子 根本　菜摘 湖北中 吉田和佳奈 布佐中 高木　美裕 我孫中 金井　彩乃 湖北中
高校生・男子 染谷　亮介 我孫高 津波古祥平 我孫高 瀬川　信行 我孫高 鈴木　圭亮 我孫剣
高校一般女子 林田　優佳 我孫高 市川　敦子 我孫剣 三木　綾乃 中院高 小口　真以 我孫高
一般男三段迄 小野　敏伸 中院大 阿曽　　勉 我孫剣 松本　丈男 中院大 山田圭一郎 柴崎剣

一般男四段以上 厨　　清次 我孫剣 永倉　英己 我孫剣 吉田　正彦 我孫剣 浅倉　裕喜 我孫剣

第３２回　　　　 平成１４年度 平成１４年１１月１７日　　於．市民体育館

小学生低学年 角川　大樹 湖北剣 荻野　寛之 湖北剣 片桐　圭吾 湖北剣 登島　  渉 個　人
小学生高学年 小林　　魁 湖北剣 登島　　輝 個　人 柴崎　　翼 柴崎剣 角川　雄樹 湖北剣
中学生・男子 永倉　恵介 久寺中 池上　正剛 我孫中 宮本　尚紀 布佐中 津波古新平 久寺中
中学生・女子 高木　美裕 我孫中 土元　彩加 久寺中 松岡　安奈 久寺中 川出　千尋 久寺中
高校生・男子 津波古祥平 我孫高 武藤　哲郎 中院高 武田　泰将 中院高 永倉　洋介 我孫高
高校一般女子 市川　敦子 我孫剣 小口　真以 我孫高 大崎　祐美 我孫高 山崎友生子 我孫高
一般男三段迄 長谷川　廉 我孫剣 水野　正徳 根戸剣 広瀬賢二郎 個　人 浜西　理人 個　人

一般男四段以上 阿曽　　勉 我孫剣 蒲野　秀之 柴崎剣 浅倉　裕喜 我孫剣 小林　謙治 我孫剣

第３３回　　　　 平成１５年度 平成１５年１１月３日　　於．市民体育館

小学生低学年 高橋　俊裕 根戸剣 蒲野慎之介 柴崎剣 登島　  渉 個　人 須賀　亮太 根戸剣
小学生高学年 寺田　浩紀 湖北剣 山本　一希 湖北剣 片桐　圭吾 湖北剣 後藤　一斗 柴崎剣
中学生・男子 永倉　恵介 久寺中 清水　昻太 我孫中 柴崎　　翼 布佐中 根藤　弘欣 布佐中
中学生・女子 大類恵理那 湖北中 岡野　浩美 久寺中 飯野　美咲 久寺中 染谷　歩美 湖北中
高校生・男子 津波古祥平 我孫高 武田　泰将 中院高 深津　正樹 中院高 石戸　直哉 我孫高
高校一般女子 佐々木美穂 我孫高 高橋　　舞 中院高 多田亜莉沙 我孫高 石山奈津美 中院高
一般男三段迄 宮内　俊介 中院大 鈴木　圭亮 我孫剣 田口　恵介 我孫剣 鈴木　宏明 中院大

一般男四段以上 浅倉　裕喜 我孫剣 関野　琢真 我孫剣 宮本　賢治 一　般 栗田　伸也 我孫剣

第３４回　　　　 平成１６年度 平成１６年１０月１１日　　於．市民体育館

小学生低学年 登島　  渉 個　人 木村　多門 根戸剣 増野愛理華 我孫剣 寺島　剣也 若竹剣
小学生高学年 飯野健太郎 根戸剣 片桐　圭吾 湖北剣 荻野　寛之 湖北剣 角川　大樹 湖北剣
中学生・男子 窪田　建明 根戸剣 角川　雄樹 湖北中 寺田　浩紀 湖北中 伊藤　　海 我孫中
中学生・女子 中田　陽子 湖北中 是枝　　茜 湖北中 田中　佑季 白山中 山本　実穂 湖北中
高校生・男子 伊藤　　航 我孫高 小林　広克 我孫高 吉田　達矢 我孫高 嶺　　智行 中院高
高校一般女子 山崎真都香 我孫高 佐々木美穂 我孫高 野口　晴代 我孫高 小松　彩香 中院高
一般男三段迄 福田　直生 中院大 河野　敏弘 一　般 清水　崇志 中院大 諏訪原真二 中院大

一般男四段以上 関野　琢真 我孫剣 栗田　伸也 我孫剣 川島　徹二 我孫剣 厨　　清次 我孫剣
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第３５回　　　　 平成１７年度 平成１７年１１月２０日　　於．市民体育館

小学生低学年 佐藤幸二郎 湖北剣 木村　将大 湖北剣 柏葉　憲侍 湖北剣 白井　寿樹 湖北剣
小学生高学年 飯野健太郎 根戸剣 蒲野慎之介 柴崎剣 寺島　剣也 若竹剣 徳武　諒之 根戸剣
中学生・男子 小林　　魁 湖北中 寺田　浩紀 湖北中 石井　治彦 湖北中 片桐　圭吾 湖北中
中学生・女子 伊東いち子 我孫中 中道　　琴 久寺中 中島未来絵 久寺中 石川 白山中
高校生・男子 窪田　建明 我孫高 佐野　竜也 我孫高 永倉　恵介 我孫高 菅谷　健太 我孫高
高校一般女子 山崎真都香 我孫高 佐々木瑠美 我孫高 高木　美裕 柴崎剣 松丸　郁恵 我孫高
一般男三段迄 菅野　友貴 中院大 関口　直哉 中院大 佐藤　寛之 中院大 藤村　龍太 中院大

一般男四段以上 永倉　英己 我孫剣 豊村　義彰 我孫剣 関野　琢真 我孫剣 蒲野　秀之 柴崎剣

第３６回　　　　 平成１８年度 平成１８年１１月１９日　　於．市民体育館

小学生低学年 白井　寿樹 湖北剣 栗田　玲也 湖北剣 石井　友理 湖北剣 藤田　梓 湖北剣
小学生高学年 佐藤幸二郎 湖北剣 井上　　潤 芝崎剣 柏葉　憲侍 湖北剣 須賀　亮太 根戸剣
中学生・男子 野末　光希 我孫剣 角川　大樹 湖北中 片桐　圭吾 湖北中 伊藤　隆生 久寺中
中学生・女子 渡邉　　翠 我孫中 青木　友紀 我孫中 海老原　愛子 湖北中 中田　千尋 湖北中
高校生・男子 狩谷　千広 中院高 土橋　勇太 中院高 水津　直人 中院高 大塚　　将 中院高
高校一般女子 石河　里紗 中院高 大類　恵里那 我孫高 吉田　早織 我孫高 岩重　美香 我孫高
一般男三段迄 小川　隼人 中院大 近藤　英明 中院大 宮田　昌弘 我孫剣 小林　洋之 中院大

一般男四段以上 関野　琢真 我孫剣 山口　祐二 芝崎剣 蒲野　秀之 芝崎剣

第３７回　　　　 平成１９年度 平成１９年１１月０４日　　於．市民体育館

小学生低学年 小船井奈緒 柴崎剣 小川　直樹 根戸剣 桐山　　梓 根戸剣 宮本　達也 湖北剣
小学生高学年 米山　涼太 柴崎剣 野村　佳弘 柴崎剣 柏葉　憲侍 湖北剣 村上　拓斗 柴崎剣
中学生・男子 飯野健太郎 我孫中 佐澤　洋崇 久寺中 佐藤　仁章 湖北中 高瀬　翔太 湖台中
中学生・女子 中田　千尋 湖北中 山下　弘実 白山中 海老原愛子 湖北中 田村　　悠 湖北中
高校生・男子 後藤　一斗 個人 寺島　優也 個人 尾崎　雄一 個人 峯　　優太 個人
高校一般女子 河田　奈央 我孫高 吉田　早織 我孫高 細井　香菜子 我孫高 川崎　宏美 我孫高

一般男三段迄 石塚　真人 中院大 鈴木　圭亮 個人 飯田　健太 中院大 小川　隼人 中院大

一般男四段以上 津波古祥平 根戸剣 厨　　清次 我孫剣 岩方　　寛 個人 田口　恵佑 我孫剣

第３８回　　　　 平成２０年度 平成２０年１１月１６日　　於．市民体育館

小学生低学年 寺田　匡輝 湖北剣 宮田　周平 根戸剣 桐山　　梓 根戸剣 松本菜々子 根戸剣
小学生高学年 石田　勇輝 柴崎剣 白井　寿樹 湖北剣 村上　拓斗 柴崎剣 森川奈津見 湖北剣
中学生・男子 野村　佳弘 我孫中 米山　涼太 我孫中 宮木　陽輔 我孫中 井上　　潤 我孫中
中学生・女子 中田　千尋 湖北中 山下　千歩 湖北中 前川　愛琳 湖台中 海老原愛子 湖北中
高校生・男子 小林　　魁 湖北剣 周郷　聡広 中院高 西村　隆宏 中院高 野澤　一貴 中院高
高校一般女子 中久木聡美 我孫高 　千葉ひかる　 我孫高 入江　純加 中院高 潮　　美里 布佐高

一般男三段迄 盛合　雄太 中院大 山下　　亮 中院大 堀部　　大 中院大 玉井　拓実 中院大

一般男四段以上 関野　琢真 我孫剣 津波古祥平 根戸剣 蒲野　秀之 柴崎剣 川上　寛司 中院大

第３９回　　　　 平成２１年度 平成２１年１１月８日　　於．市民体育館
小学生低学年 松原有希奈 湖北剣 大畑　椋介 若竹剣 佐藤　康佑 若竹剣 栗田　翔也 湖北剣
小学生高学年 寺田　匡輝 湖北剣 井川　雅之 根戸剣 森川　祐暉 湖北剣 浪崎　　涼 柴崎剣
中学生・男子 寺島　剣也 湖台中 大畑　柊介 湖台中 大西　一希 湖台中 工藤　壮平 湖台中
中学生・女子 前川　愛琳 湖台中 小暮　捺美 湖台中 根上　千夏 湖台中 古川由莉乃 湖台中
高校生・男子 蒲野慎之介 柴崎剣 野村　拓海 中院高 西村　隆宏 中院高 児玉　卓也 中院高
高校一般女子 高崎　由希 川村大 松丸　郁恵 川村大 田中　麻未 川村大 寺田　美香 湖北剣
一般男三段迄 平岡　憲知 中院大 飯田　健太 中院大 玉井　拓実 中院大 志和　優一 中院大

一般男四段以上 蒲野　秀之 柴崎剣 阿曽　　勉 我孫剣 関野　琢真 我孫剣 栗田　伸也 我孫剣

第４０回　　　　 平成２２年度 平成２２年１１月１４日　　於．市民体育館

小学生低学年 松原有希奈 湖北剣 大畑　椋介 若竹剣 岡田旺一郎 我孫剣 桐山　　望 根戸剣
小学生高学年 寺田　匡輝 湖北剣 後藤　彩花 湖北剣 島田　桂寿 湖北剣 片桐　圭紀 湖北剣
中学生・男子 武藤　　涼 湖台中 石田　勇輝 我孫中 小嶋　智也 湖台中 後中　海樹 湖台中
中学生・女子 前川　愛琳 湖台中 飯塚　千尋 湖北中 森元美也子 我孫中 三和山菜海 湖台中
高校生・男子 佐藤　元治 中院高 山﨑　将司 中院高 野澤　一貴 中院高 山口　明大 中院高
高校一般女子 千葉あかり 我孫高 東　　佳奈 我孫高 木村　公美 川村大 高崎　由希 川村大
一般男三段迄 平岡　憲知 中院大 小川原昴俊 中院大 勝浦　宏哉 中院大 玉井　拓実 中院大

一般男四段以上 関野　琢磨 我孫剣 栗田　伸也 我孫剣 阿曽　　勉 我孫剣 松原　　修 湖北剣
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第４１回　　　　 平成２３年度 平成２３年１１月２０日　　於．市民体育館

小学生低学年 池田　姫子 根戸剣 森川委久未 湖北剣 宮原　太郎 我孫剣 梅澤　慎平 若竹剣
小学生高学年 松原有希奈 湖北剣 黒澤　英将 柴崎剣 栗田　翔也 湖北剣 大畑　柊介 若竹剣
中学生・男子 村上　拓斗 柴崎剣 山口　優太 湖北中 栗田　玲也 湖北中 三和山修弥 湖台中
中学生・女子 森川奈津見 湖北中 寺田　奈央 我孫中 石井　　碧 湖台中 笹嶋　桃花 湖北中
高校生・男子 平野　慎悟 中院高 西田　瑞穂 中院高 山野　仰厚 中院高 濱野　将大 中院高
高校生・女子 海老原愛子 湖北剣 飯塚　千尋 一般 黒岩　茉莉 我孫東 中田　千尋 沼南高
一般女三段迄 大久保はな 川村大 寺田　美香 湖北剣 水野あゆみ 根戸剣 成田　有希 川村大
一般男三段迄 広瀬賢二郎 柴崎剣 茂木宗一郎 湖北剣 米山匡史 柴崎剣 村井　保夫 我孫剣

一般男四段以上 蒲野　秀之 柴崎剣 関野　琢磨 我孫剣 松原　　修 湖北剣 添田　秀樹 我孫剣

第４２回　　　　 平成２４年度 平成２４年１１月１１日　　於．市民体育館

小学生低学年 森川委久未 湖北剣 滝口　翔太 湖北剣 宮原　太郎 我孫剣 加瀬　彩乃 湖北剣
小学生高学年 大畑　柊介 若竹剣 松原有希奈 湖北剣 梅澤　慎平 若竹剣 高橋　佳太 湖北剣
中学生・男子 三和山修弥 湖台中 三和山海輝 湖台中 佐々木彩人 湖台中 黒澤　英将 湖台中
中学生・女子 岡田　　桜 久寺中 石井　　碧 湖台中 小林ひなの 湖台中 後藤　彩花 湖北中
高校生・男子 瀬尾　　和 中院高 寺島　剣也 中院高 濱野　将大 中院高 紅谷　　優 中院高
高校一般女子 塚副　貴子 柴崎剣 大久保はな 川村大 森川奈津見 我孫東 北園　正子 若竹剣
一般男三段迄 勝浦　宏哉 中院大 西村　隆宏 中院大 和田　　耀 一　般 達曽部智幸 中院大

一般男四段以上 蒲野　秀之 柴崎剣 松原　　修 湖北剣 山田圭一郎 柴崎剣 長谷川　廉 我孫剣

第４３回　　　　 平成２５年度 平成２５年１１月１７日　　於．市民体育館

小学生低学年 松原　大成 湖北剣 飯田　樹基 我孫剣 水井　惇平 柴崎剣 高橋　航遥 根戸剣
小学生高学年 梅澤　慎平 若竹剣 宮原　太郎 我孫剣 森川委久未 湖北剣 阿部　大成 若竹剣
中学生・男子 三和山修弥 湖台中 三和山海輝 湖台中 寺田　匡輝 湖北中 梅澤　達紀 湖台中
中学生・女子 岡田　　桜 久寺中 松下　貴保 湖台中 松山　美海 我孫中 長谷川　怜美 我孫中
高校生・男子 山野　仰厚 中院高 金井　大将 中院高 本永　弘司 中院高 上野　春也 中院高
高校一般女子 渡邊　千晶 柴崎剣 塚副　貴子 柴崎剣 寺田　美香 湖北剣 山下　千歩 湖北剣
一般男三段迄 西田　瑞穂 中院大 今橋　智宏 若竹剣 達曽部智幸 中院大 渡邉　滉己 中院大

一般男四段以上 関野　琢真 我孫剣 蒲野　秀之 柴崎剣 栗田　伸也 我孫剣 松原　　修 湖北剣

第４４回　　　　 平成２６年度 平成２６年１１月20日　　於．市民体育館

小学生低学年 飯田　樹基 我孫剣 酒井　結花 柴崎剣 小池　歩夢 柴崎剣 北園　雄大 若竹剣
小学生高学年 滝口　翔太 湖北剣 森川委久未 湖北剣 吉岡　寧音 我孫剣 宮原　太郎 我孫剣
中学生・男子 大畑　椋介 湖台中 間宮　大晴 湖台中 黒澤　英将 湖台中 栗田　翔也 湖台中
中学生・女子 西崎　紅菜 湖台中 野口　碧花 久寺中 佐藤　真生 湖台中 佐藤ほのか 湖台中
高校生・男子 若月　　翔 中院高 阿部　弘樹 中院高 白石　　錬 中院高 栗田　玲也 中院高
高校一般女子 渡邊　千晶 柴崎剣 塚副　貴子 柴崎剣 谷嶋　朋恵 川村大 寺田　美香 湖北剣
一般男三段迄 西田　瑞穂 中院大 大畑　柊介 一般 菅原　正勝 我孫剣 青木雄太郎 中院大

一般男四段以上 佐藤　潤一 湖北剣 厨　　清次 我孫剣 関野　琢真 我孫剣 武田伊智朗 我孫剣

　第１３回以前の資料がないため調査不可。
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