平成26年度 全日本少年少女武道錬成大会 なぎなた （演技競技）
参加分類
小学校１・２年生の部

優秀賞

コート

1 桝井 千尋・綿野 紫月
奈良市なぎなた連盟

小学校３・４年生の部Ａ

4 洲之内桃花・神山 美完
北条なぎなたスポーツ少年団

小学校３・４年生の部Ｂ

6 宮崎真由香・鯨岡 英恵
大田区なぎなた連盟

小学校５・６年生の部Ａ

1 泉水ほのか・宮城 昭奈
与那原町なぎなたスポーツ少年団

小学校５・６年生の部Ｂ

4 田村 花香・鈴木萌々花
榴岡なぎなた教室

小学校５・６年生の部Ｃ

6 松田 もえ・杉村明日香
奈良市なぎなた連盟

中学生の部Ａ

2 仲原 菜月・細江美有果
弥富市なぎなた連盟

中学生の部Ｂ

2 倉田 真衣・菊地夏々子
文化学園大学杉並中学校なぎなた部

中学生の部Ｃ

3 阿部 渚・鈴木 媛女
横須賀なぎなた協会

中学生の部Ｄ

5 野尻 侑希・鈴木 嶺花
鯖江なぎなたクラブ

中学生の部Ｅ

7 森 香澄・秋山 咲絵
琴平中学校

中学生の部Ｆ

7 金野 碧・永山 結衣
江東区なぎなた連盟

中学生の部Ｇ

8 藤城 瑛人・渡部 悠雅
会津なぎなたスポーツ少年団

優良賞
山本 衣織・佐野 友哉
奈良県 藤井寺市剣道薙刀協会

長嶋 春優・梅津 瞳子
愛媛県 瑞穂なぎなたスポーツ少年団

阿比留月乃・坂上 祐輝
東京都 伊丹スポーツセンターなぎなた教室

大竹 優奈・吉田 天音
沖縄県 会津なぎなたスポーツ少年団

櫻庭 彩・長嶋 姫那
宮城県 幕張なぎなたスポーツ少年団

榎本 遥斗・日鷹 大智
奈良県 奈良市なぎなた連盟

山口 乃愛・赤羽 愛莉
愛知県 松本市田川なぎなたスポーツ少年団

中村 瑠花・真野未来音
東京都 文化学園大学杉並中学校なぎなた部

落合 凜星・伊東 歩花
神奈川県 稲生クラブ

星 明里・笠間 はな
福井県 会津なぎなたスポーツ少年団

木原里奈子・八田 梨沙
香川県 鯖江なぎなたクラブ

田邉 緋織・齋藤 俊慧
東京都 会津なぎなたスポーツ少年団

新本 みゆ・出合 晃大
福島県 和歌山市雄湊なぎなたクラブ

敢闘賞
小井土心和・山田 恵生
大阪府 幕張なぎなたスポーツ少年団

石塚 千晶・中嶋 和奏
千葉県 奈良市なぎなた連盟

高村 瑠夏・滝口 和
兵庫県 富士吉田なぎなたクラブ

【萩】乃菜・小針 輝人
福島県 奈良市なぎなた連盟

新川 珠羽・奥山瑛梨南
千葉県 西原なぎなたクラブ

牧野 叶・北川 幸
奈良県 福井なぎなたクラブ

長谷川晴歌・藤田 らら
長野県 会津なぎなたスポーツ少年団

新屋敷悠莉・清水 梨乃
東京都 七尾市立七尾東部中学校

廣瀬くるみ・三富 まい
三重県 神奈川大学附属中学校

望月 満裕・小池乃永留
福島県 甲斐市立玉幡中学校なぎなた部

古川あさひ・佐藤 佳衣
福井県 会津なぎなたスポーツ少年団

坂上 晴紀・浪江 紗希
福島県 伊丹スポーツセンターなぎなた教室

柴山 佳奈・【吉】村実友
和歌山県鯖江なぎなたクラブ

敢闘賞
木村 真唯・二方 琉綺
千葉県 横須賀なぎなた協会

神奈川県

吉原なごみ・西口 優華
奈良県 公益財団法人修武館

兵庫県

京谷 一子・塚田 光優
山梨県 福井なぎなたクラブ

福井県

小嶋 奏・今井ここの
奈良県 愛知武道館クラブ

愛知県

内田 雅季・下川 紗奈
沖縄県 福井なぎなたクラブ

福井県

寺口佳菜子・寒川 慎也
福井県 和歌山市雄湊なぎなたクラブ

和歌山県

近藤 花菜・鈴木悠理愛
福島県 榴岡なぎなた教室

宮城県

野沢 桜子・山森彩也香
石川県 鯖江なぎなたクラブ

福井県

髙澤 永愛・竹田 智咲
神奈川県 松本市田川なぎなたスポーツ少年団

長野県

小山 和葉・佐藤 安希
山梨県 山形市立第三中学校

山形県

安達あさひ・向川 茉彩
福島県 南砺市立福野中学校なぎなた部

富山県

鮏川 緑・浅井 美咲
兵庫県 都立富士高等学校附属中学校

東京都

林 万依奈・山内 彩香
福井県 中野区なぎなた連盟

東京都

平成26年度 全日本少年少女武道錬成大会 なぎなた （試合競技）
参加分類
小学校３年生の部

優秀賞

コート

6

泉水ほのか
与那原町なぎなたスポーツ少年団

小学校４年生の部

6

橋垣 苺佳
島根県なぎなた連盟

小学校５年生の部

2

水尻 祥子
みたけなぎなたスポーツ少年団

小学校６年生の部

1

田村 百花
みたけなぎなたスポーツ少年団

中学生１年生の部

4

小林 春菜
江東区なぎなた連盟

中学生２年生の部

5

織田 千尋
福井なぎなたクラブ

中学生３年生の部

7

佐々木卯月
みたけなぎなたスポーツ少年団

小学校男子３・４年の部

6

髙山 清玄
中野区なぎなた連盟

小学校男子５・６年の部

2

榎本 遥斗
奈良市なぎなた連盟

中学校男子の部

1

齋藤 俊慧
会津なぎなたスポーツ少年団

優良賞
宮田 知颯
沖縄県 愛知祥南なぎなたクラブ

神山 美完
島根県 北条なぎなたスポーツ少年団

片山 眞那
岩手県 愛知県なぎなた連盟豊川支部

苗木ひかる
岩手県 奈良市なぎなた連盟

片山 千那
東京都 愛知県なぎなた連盟豊川支部

前田 愛梨
福井県 愛知祥南なぎなたクラブ

伊坂 春音
岩手県 武陵館中嶋道場

髙田 悟
東京都 京都なぎなたクラブ

河本 日向
奈良県 伊丹スポーツセンターなぎなた教室

藤城 瑛人
福島県 会津なぎなたスポーツ少年団

敢闘賞
大沼 紗菜
愛知県 多賀城なぎなた連盟

櫻庭 理子
愛媛県 幕張なぎなたスポーツ少年団

木村 実穂
愛知県 奈良市なぎなた連盟

宮城 昭奈
奈良県 与那原町なぎなたスポーツ少年団

山根 千慶
愛知県 養徳館

千坂 妙恵
愛知県 秀光中等教育学校

赤羽 愛莉
福井県 松本市田川なぎなたスポーツ少年団

上田 侑駕
京都府 館林スポーツ少年団なぎなたクラブ

大沼 怜史
兵庫県 奈良市なぎなた連盟

杉浦 壮思
福島県 伊丹スポーツセンターなぎなた教室

敢闘賞
武田 日和
宮城県 さくらんぼなぎなたクラブ

山形県

杉本 颯香
千葉県 武陵館中嶋道場

福井県

今井ここの
奈良県 愛知武道館クラブ

愛知県

林 由季菜
沖縄県 奈良市なぎなた連盟

奈良県

青井 千莉
岡山県 養徳館

岡山県

渡邊 若奈
宮城県 弥富市なぎなた連盟

愛知県

安井 理緒
長野県 高田中学校

三重県

梅森 煌凱
群馬県 宇都宮なぎなた教室

栃木県

石橋 侑眞
奈良県 太田市なぎなた連盟

群馬県

古舘 佳樹
兵庫県 会津なぎなたスポーツ少年団

福島県

