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『平成２９年度全日本少年少女武道（なぎなた）練成大会』 

結果報告会（市長表敬訪問）の開催について 
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平成２９年８月６日（日）に日本武道館（東京都千代田区）で開催された『平

成２９年度全日本少年少女武道（なぎなた）練成大会』に愛知県なぎなた連盟豊

川支部に所属する、一宮中学校２年生の片山眞那（かたやま まな）さんと、一

宮西部小学校６年生の片山妃那（かたやま ひな）さんの姉妹が参加されました。 

姉の片山眞那さんは、なぎなた（試合競技）中学２年生の部に参加され、見事

に優秀賞（優勝）を獲得され、妹の片山妃那さんは、なぎなた（演技競技）小学

５・６年生の部Ｃに参加され敢闘賞（３位）の成績をおさめました。 

この結果報告のため、下記のとおり市長を表敬訪問されます。 

 

記 

 

１ 日  時 平成２９年８月２５日（金）午前１０時 

２ 会  場 豊川市役所（２Ｆ）市長室 

３ 訪 問 者 愛知県なぎなた連盟豊川支部 

選 手 片山 眞那（かたやま まな：一宮中学校２年生） 

〃  片山 妃那（かたやま ひな：一宮西部小６年生）  

指導者 渥美 〆代（あつみ しめよ：愛知県なぎなた連盟豊川支部長） 

 

４ 添付資料 平成２９年度全日本少年少女武道（なぎなた）練成大会要項 

平成２９年度全日本少年少女武道練成大会なぎなた（演技競技） 

同上           （試合競技） 

【公益財団法人全日本なぎなた連盟公式ＨＰから出典】 

 

 

 

 



平成29年度　　全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会要項

　１．趣　　旨　�全国の小・中学生を対象に基本錬成を主眼とし、なぎなたの正しい普及並びに心身の錬磨と相互の

親睦を図り、我が国の将来を担う青少年の健全なる育成に資する。

　２．主　　催　公益財団法人　日本武道館・公益財団法人　全日本なぎなた連盟

　３．後援（予定）　スポーツ庁・日本武道協議会

　４．主　　管　東京都なぎなた連盟

　５．期　　日　平成29年8月6日（日）午前9時開会

　６．場　　所　日本武道館　東京都千代田区北の丸公園2-3

　７．参加資格　健康上支障ないと認められた小・中学生で、責任者のいる団体であること。

　８．錬成内容　⑴　基本錬成　準備運動（全員。なぎなたは持たない）　

　　　　　　　　⑵　演技競技　�2名1組（男女の別は問わない）とし、4部に分けて行う。欠場により1名だけになっ

たものは、基本錬成に振り替える。やむを得ず違う部と組む場合は、上の部で出場

することができる（例　小学2年と小学3年は小学3・4年生の部で、小学4年と小学5

年は小学5・6年生の部で、小学6年と中学1年は中学生の部で出場できる）。

　　　　　　　　⑶　試合競技　小学3年生以上、中学生まで。

　　　　　　　　⑷　審判方法　全日本なぎなた連盟競技規定並びに審判規定に準ずる。

　　　　　　　　⑸　注意事項　各団体は、監督1名・引率責任者1名を参加させること。

　９．参加方法　⑴　申込方法　�別紙の申込用紙に所定事項を記入の上、送付のこと。もしくはインターネットで申

し込むこと。大会当日の申込は一切認めない。

　　　　　　　　⑵　参 加 費 　1人……900円（振込期限は申込締切と同日までとする。同封の銀行振込依頼書で送

金のこと。また、一旦納入された参加費は返金しない）

　　　　　　　　⑶　申 込 先 �〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園 2-3　日本武道館振興課 なぎなた係 あて

　　　　　　　　⑷　振 込 先　三菱東京UFJ 銀行　神田支店　普通 3817517
　　　　　　　　　　　　　　　公
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　　　　　　　　⑸　申込締切　 平成29年5月26日（金）必着のこと。申込書は定形最大（長3）の封筒で郵送のこと。

　　　　　　　　⑹　選手変更　�申込後の選手変更は、6月9日（金）まで認めるので、別紙変更届で前記申込先「な

ぎなた選手変更係」あてに、送付すること。

　　　　　　　　⑺　参加服装　�稽古着・袴（運動着でも可）。出場選手は紅白のたすき（長

さ130㎝・幅6㎝）を各自持参のこと。

　　　　　　　　⑻　名　　札　�参加者全員左胸に名札（縦13㎝・横8㎝の白布に所属・姓

を黒字で明記）をつけること（右図参照）。

　　　　　　　　⑼　ゼッケン　出場選手は所属・姓の入った垂ゼッケンをつけること。
　　　　　　　　⑽　プラカード　 プラカード（縦30㎝・横60㎝・柄75㎝）を作製し、当日

持参すること。主催者は、プラカードを用意しない（右図

参照）。

　　　　　　　　⑾　受付場所　正面西口玄関前
　　　　　　　　⑿　受付時間　�午前8時から8時40分までに受付を終了すること。
　　　　　　　　　　　　　　　�午前8時50分　大道場　選手集合、午前9時　開会、午後5時　終了予定。

　10．表　　彰　⑴　�各部ごとの優秀賞（1チーム）、優良賞（1チーム）、敢闘賞（2チーム）には賞状・賞品を贈る。

　　　　　　　　⑵　参加者全員に参加章を贈る。

　11．安全対策　�安全管理には万全を期すが、大会中万一事故が発生した場合は、医師または看護師により応急処置

を施す。当日、病院等で診療を受けた場合は、主催者が保険の範囲内で初診料を負担する。本人の

健康保険証（コピー可）を持参のこと。なお、日本武道館では武道大会傷害保険に加入している。

　12．そ　の　他　⑴　宿泊先の斡旋業者を下記旅行業者に委託している。詳細は別紙参照のこと。

　　　　　　　　　　近畿日本ツーリスト株式会社　トラベルサービスセンター東日本

　　　　　　　　　　「全日本少年少女武道錬成大会」係

　　　　　　　　　　�〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-14-24　西新宿KFビル3F

　　　　　　　　　　TEL�0570-064-205　FAX�03-6730-3230

　　　　　　　　⑵　大会参加団体には、申込締切後、大会参加実施要項を送付する。

　　　　　　　　〔問い合わせ先〕

　　　　　　　　　（公財）日本武道館振興課　　TEL�03-3216-5134

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX �03-3216-5117

　　　　　　　　　（公財）全日本なぎなた連盟　TEL�072-775-2838

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX �072-772-2062
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土・日・祝日を除く
午前10時〜正午・午後１時〜午後５時（ ）

土・日・祝日を除く
午前10時〜正午・午後１時〜午後５時（ ）

（1）

（3）

（2）

基本錬成

試合競技
（個人）

演技競技

①基本練習（試合競技・演技競技に出場しない参加者及び小学１・２・
　３年生。なぎなたを持って行う）

⑥小学3年生の部
⑦小学4年生の部
⑧小学5年生の部
⑨小学6年生の部
⑩中学1年生の部
各学年ごとにトーナメント法で行う。
⑬、⑭は、参加状況により同一部として行うことがある。

②小学1・2年生の部（1本目・2本目）
③小学3・4年生の部（2本目・4本目）
④小学5・6年生の部（2本目・3本目）
⑤中学生の部（2本目・5本目）
各部ごとにトーナメント法で行う。

⑪中学2年生の部
⑫中学3年生の部
⑬小学男子3・4年生の部
⑭小学男子5・6年生の部
⑮中学男子の部

（個人）



平成29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 コート

小学１・２年生の部 1 幾久　杏実・鳥井　沙帆 大木　美依・堀田　希 遠藤　瑚子・鈴木　秀岳 佐藤　芽以・迫　みずき

汎愛チューリップクラブ 大阪府 弥富市なぎなたクラブ 愛知県 川崎市なぎなた連盟 神奈川県さくらなぎなたクラブ 愛知県

小学３・４年生の部Ａ 4 大木みらい・上原　朱莉 小林諭都緑・大木　千代 田中　未優・塚田　紗也 渥美　尊仁・髙橋　杏

与那原町なぎなたスポーツ少年団 沖縄県 弥富市なぎなたクラブ 愛知県 身延なぎなたスポーツ少年団 山梨県 浜松中央なぎなたクラブ 静岡県

小学３・４年生の部Ｂ 6 諸戸　杏奈・末松　奈々 岸野　真夕・関　笙乃 奈良　柚伽・萱沼　日菜 角間　美織・岸部　純奈

さくらなぎなたクラブ 愛知県 豊島区なぎなた連盟 東京都 富士吉田なぎなたクラブ 山梨県 公益財団法人修武館 兵庫県

小学５・６年生の部Ａ 1 阿比留月乃・坂上　祐輝 野間健獅郎・師田　清加 宮平　奈沙・宮平　沙和 宮崎真由香・木原　楓子

伊丹スポーツセンターなぎなた教室 兵庫県 公益財団法人住吉武道館なぎなた教室 大阪府 西原なぎなたクラブ 沖縄県 大田区なぎなた連盟 東京都

小学５・６年生の部Ｂ 4 田口菜奈子・堺　歩梨 三輪　乙乎・日鷹　悠大 綿野　紫月・桝井　千尋 瀧本　雅・南原小夜乃

大和郡山市なぎなた連盟 奈良県 奈良市なぎなた連盟 奈良県 奈良市なぎなた連盟 奈良県 和歌山市雄湊なぎなたクラブ 和歌山県

小学５・６年生の部Ｃ 6 村田かなで・城間こころ 栄野川美羽・泉水ほのか 片山　妃那・長谷川　希 下元　桜音・平野　七葉

友愛クラブ 沖縄県 与那原町なぎなたスポーツ少年団 沖縄県 愛知クラブ 愛知県 さくらなぎなたクラブ 愛知県

中学生の部Ａ 2 蛯名　洸太・髙畑　朱里 加藤　真彩・伊藤　菜摘 石井　結衣・木村充穂子 佐坂　南空・市川　莉那

一戸町立一戸中学校 岩手県 弥富市なぎなた連盟 愛知県 会津なぎなたスポーツ少年団 福島県 弥富市なぎなた連盟 愛知県

中学生の部Ｂ 2 甲斐　千尋・笹沼　静空 佐藤　彌空・太田代歌織 原田　萌・鈴木　柚香 杉本　芽依・窪田　妃那

都立富士高等学校附属中学校 東京都 榴岡なぎなた教室 宮城県 東京都立南多摩中等教育学校 東京都 武陵館中嶋道場 福井県

中学生の部Ｃ 3 栗城　奈実・伊藤　愛子 小林　夏美・小久保　藍 武平　姫奈・平野　穂怜 花形明日香・浅川凌太郎

会津なぎなたスポーツ少年団 福島県 弥富市なぎなた連盟 愛知県 富津市なぎなた連盟 千葉県 甲斐市立玉幡中学校なぎなた部 山梨県

中学生の部Ｄ 5 岸野　莉子・岸野　紗也 物江　葵・永井　吉穂 寺地　梛・山本やあ子 丸山　紗央・板倉芙美香

豊島区なぎなた連盟 東京都 会津なぎなたスポーツ少年団 福島県 近畿大学附属新宮中学校 和歌山県弥富市なぎなた連盟 愛知県

中学生の部Ｅ 5 藤原　羽菜・長谷川　柚 星野　柚菜・山近萌恵乃 長嶋　春優・梅津　瞳子 渡邊さくら・菊地　詩織

都立富士高等学校附属中学校 東京都 神奈川大学附属中学校 神奈川県瑞穂なぎなたスポーツ少年団 千葉県 会津なぎなたスポーツ少年団 福島県

中学生の部Ｆ 7 髙田　政弥・中村　友香 瀧澤　彩・東山　璃音 大田原すみれ・白田　捺芽 森藤　千晴・佐々木汐祥

甲斐市立玉幡中学校なぎなた部 山梨県 一戸町立一戸中学校 岩手県 山形市立第三中学校 山形県 琴平中学校 香川県

中学生の部Ｇ 7 小林　加奈・小林　加歩 服部　帆南・飛渡　舞香 山野あかり・川元　実来 北川　幸・牧野　叶

会津なぎなたスポーツ少年団 福島県 弥富市なぎなた連盟 愛知県 大和郡山市立郡山西中学校 奈良県 福井なぎなたクラブ 福井県

中学生の部Ｈ 8 中村　和か・髙井　杏純 渡邉　奏海・二瓶　陽菜 村田　舞音・下條　鈴 中村　日南・船木　真琴

文化学園大学杉並中学校なぎなた部 東京都 会津なぎなたスポーツ少年団 福島県 甲斐市立玉幡中学校なぎなた部 山梨県 三重武道館クラブ 三重県

優秀賞 優良賞 敢闘賞 敢闘賞



平成29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 コート

小学３年生の部 1 大木　千代 柴田　華子 諸戸　杏奈 菖蒲樹吏愛

弥富市なぎなたクラブ 愛知県 大垣市なぎなた少年団 岐阜県 さくらなぎなたクラブ 愛知県 さくらなぎなたクラブ 愛知県

小学４年生の部 4 佐渡ひより 関　笙乃 師田　実侑 長谷川　希

幕張なぎなたスポーツ少年団 千葉県 豊島区なぎなた連盟 東京都 公益財団法人住吉武道館なぎなた教室 大阪府 愛知クラブ 愛知県

小学５年生の部 2 寺本　春葉 山田　恵生 栄野川美羽 渡邊さくら

島根県なぎなた連盟 島根県 幕張なぎなたスポーツ少年団 千葉県 与那原町なぎなたスポーツ少年団 沖縄県 富士吉田なぎなたクラブ 山梨県

小学６年生の部 1 城間こころ 平安名はな 藤川由美香 田口菜奈子

友愛クラブ 沖縄県 西原なぎなたクラブ 沖縄県 伊丹スポーツセンターなぎなた教室 兵庫県 大和郡山市なぎなた連盟 奈良県

中学１年生の部 6 鎌田　藍 窪田　彩佑 内田　優 安部　桃夏

琴平中学校 香川県 武陵館中嶋道場 福井県 佐賀県なぎなた連盟 佐賀県 公益財団法人修武館 兵庫県

中学２年生の部 5 片山　眞那 東山　璃音 長嶋　姫那 堀田　響

愛知県なぎなた連盟豊川支部 愛知県 一戸町立一戸中学校 岩手県 幕張なぎなたスポーツ少年団 千葉県 弥富市なぎなた連盟 愛知県

中学３年生の部 7 窪田　妃那 小久保　藍 安藤　鈴華 伊藤　愛子

武陵館中嶋道場 福井県 弥富市なぎなた連盟 愛知県 養徳館 岡山県 会津なぎなたスポーツ少年団 福島県

小学男子３・４年の部 3 大城　立汰 三枝　健真 古川　陽斗 後藤　彩斗

与那原町なぎなたスポーツ少年団 沖縄県 藤井寺市剣道薙刀協会 大阪府 習志野市なぎなた連盟東部教室 千葉県 宇都宮市なぎなた連盟 栃木県

小学男子５・６年の部 2 長嶋　春優 坂上　祐輝 高山　清玄 小田　正浩

瑞穂なぎなたスポーツ少年団 千葉県 伊丹スポーツセンターなぎなた教室 兵庫県 中野区なぎなた連盟 東京都 鹿児島なぎなた同好会 鹿児島県

中学男子の部 4 古市　空将 寒川　慎也 南舘日奈太 蛯名　洸太

弥富市なぎなた連盟 愛知県 和歌山市雄湊なぎなたクラブ 和歌山県一戸町立一戸中学校 岩手県 一戸町立一戸中学校 岩手県

優秀賞 優良賞 敢闘賞 敢闘賞


