
山形県剣道選手権
Ａブロック Ｂブロック

土門幸範 （山形） 1
延メ

24 渡邉直幸 （山形）

8
延メ

8

丹野治直 （山形） 2
メコ

25 滝口翔平 （山形）

1 1

槙 　　 成俊 （山形） 3 16
延メ 延メ

26 矢作直彦 （山形）
延メ

16
メ

安部竜也 （置賜） 4 27 伊藤喬徳 （山形）

9 2

留場亮宏 （山形） 5 28 伊藤雅彦 （山形）
延コ

20
延メ

9
メ

岡田芳裕 （山形） 6
延コ コメ

29 渡部雄大 （山形）

10
ココ

20
メコ

髙宮宏彰 （山形） 7
ド ドコ

30 渡部　　　玲 （山形）

2 10

松木光寿 （最北） 8
コ

31 安部雄大 （置賜）

17 3

佐藤公佑 （田川） 9 32 佐々木一記 （田川）

3 17

久保直志 （山形） 10 33 遠藤雅守 （山形）
延コ

11
優勝

4

土門祐也 （山形） 11
鈴木

34 鈴木裕之 （最北）
メ

22
延メ

22 11
延ド

布施雄之 （山形） 12
決勝 メ反

35 工藤毅史 （山形）

12
ツコ

浅見勇学 （最北） 13 36 遠藤　　　剛 （置賜）

4
延メ

12

今井貴大 （山形） 14
延コ メメ

37 鈴木啓大 （山形）
メ

18 5

阿部　　　照 （山形） 15
メメ

38 佐藤幸典 （山形）

5
メコ

18

髙田章寛 （田川） 16
メコ

39 松田幹雄 （山形）
不戦

13 6

渡邉寛明 （山形） 17
延コ

40 小林陽介 （最北）

21 13

高橋瑞生 （山形） 18
メ 延メ

41 佐藤真也 （山形）

14 21

木村祐太郎 （山形） 19
コメ ツ 不戦

42 金澤光祐 （山形）

6
延コ

14

菊池文鷹 （山形） 20 43 高橋　　　健 （酒田）

19

吉田東洋 （山形） 21
延メ

19
延ド

44 池田祐太郎 （山形）

7
不戦

7

高橋拓也 （山形） 22 45 岩﨑智一 （田川）
メメ

15 15

阿部康成 （山形） 23
延コ

46 川木一也 （山形）
メド

25年度



山形県女子剣道選手権

佐久間陽子 （山形） 1
ド コ

8 松田蘭子 （山形）

7
ド反

4

高橋桃子 （酒田） 2 9 松本早紀 （最北）

1
コ

9

青木青空 （山形） 3
コ

10 結城朱莉 （山形）
不戦 優勝

5
佐久間 延メ

11 大場　　　光 （山形）

11
メメ

12

小松　　　舞 （山形） 4
メ 決勝

2

水田沙知 （山形） 5 12 渡邉　　　泉 （山形）

8 6

図末杏奈 （山形） 6
△△

13 会田里穂 （山形）

3 10
コ

大場　　　明 （山形） 7
延コ △

14 志田恵美 （山形）
延メ 延コ

25年度



佐藤忠三杯山形県剣道選手権大会歴代優勝者
男子の部 女子の部

寒河江市 渡邉一博 （山形） 山形市 松浦裕子 （高校）

平成元年度　第 酒田市 齋藤勝廣 （置賜） 山形市 結城尚美 （高校）

米沢市 柿崎俊春 （山形） 山形市 松田チヨ （高校）

新庄市 貝田裕昭 （田川） 山形市 佐藤恵美子 （高校）

鶴岡市 齋藤道丸 （山形） 山形市 村山千夏 （高校）

山形市 貝田裕昭 （山形） 山形市 村山千夏 （高校）

酒田市 柿崎俊春 （山形） 山形市 松田チヨ （山形）

川西町 武井幸二 （山形） 山形市 林　　知香 （高校）

村山市 中原正史 （山形） 山形市 松田チヨ （山形）

寒河江市 武井幸二 （山形） 山辺町 松田チヨ （置賜）

鶴岡市 武井幸二 （山形） 天童市 林　　知香 （山形）

酒田市 武井幸二 （山形） 天童市 松田チヨ （置賜）

米沢市 武井幸二 （山形） 山辺町 本田千里 （高校）

新庄市 布施雄之 （山形） 山形市 松田チヨ （置賜）

鶴岡市 武井幸二 （山形） 山形市 布施チヨ （山形）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 佐久間陽子 （高校）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 布施チヨ （山形）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 鈴木愛梨 （高校）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 布施チヨ （山形）

天童市 土門幸範 （山形） 天童市 鈴木愛梨 （酒田）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 佐久間陽子 （山形）

天童市 渡部雄大 （山形） 天童市 佐久間陽子 （山形）

天童市 川木一也 （山形） 天童市 鈴木愛梨 （置賜）

上山市 渡部雄大 （山形） 上山市 佐久間陽子 （山形）

上山市 土門幸範 （山形） 上山市 佐久間陽子 （山形）

上山市 鈴木啓大 （山形） 上山市 佐久間陽子 （山形）

昭和63年度　第 12回 第 1回

13回 第 2回

平成2年度　第 14回 第 3回

平成3年度　第 15回 第 4回

平成4年度　第 16回 第 5回

平成5年度　第 17回 第 6回

平成6年度　第 18回 第 7回

平成7年度　第 19回 第 8回

平成8年度　第 20回 第 9回

平成9年度　第 21回 第10回

平成10年度　第 22回 第11回

平成11年度　第 23回 第12回

平成12年度　第 24回 第13回

平成13年度　第 25回 第14回

平成14年度　第 26回 第15回

平成15年度　第 27回 第16回

平成16年度　第 28回 第17回

平成17年度　第 29回 第18回

平成18年度　第 30回 第19回

平成19年度　第 31回 第20回

平成20年度　第 32回 第21回

平成21年度　第 33回 第22回

平成22年度　第 34回 第23回

平成23年度　第 35回 第24回

平成24年度　第 36回 第25回

平成25年度　第 37回 第26回



優勝 鈴木　啓大

準優勝 土門　幸範

第三位 阿部　康成

第三位 工藤　毅史

平成25年度佐藤忠三杯山形県剣道選手権大優勝

鈴木啓大選手は平成25年11月3日に日本武道館で開催されます

　　　　第61回全日本剣道選手権大会に山形県代表選手として出場します



優勝 佐久間陽子

準優勝 結城　朱莉

第三位 大場　　　明

第三位 志田　恵美

平成25年度佐藤忠三杯山形県女子剣道選手権大優勝

佐久間陽子選手は平成25年９月8日姫路市で開催されます

第52回全日本女子剣道選手権大会に山形県代表として出場します


	25年

