
令和三年度全国剣詩舞コンクール決勝大会出場者 
 

出演順 氏名 推薦 演題 

「剣舞」一般三部 

1 津村恵子 長崎 易水送別 

2 中瀬古眞一郎 大阪 易水送別 

3 鈴木文枝 愛知 稲叢懐古 

4 谷野光弘 岡山 易水送別 

5 高津悦子 東京 易水送別 

6 岡本暁一 愛媛 剣客 

「詩舞」一般三部 

7 田中トミコ 愛媛 春月 

8 山田幸代 東京 和歌・ほのぼのと 

9 中山みさを 東京 和歌・ほのぼのと 

10 伊藤トモエ 愛知 春月 

11 金屋俊枝 広島 春月 

12 森川由美子 兵庫 和歌・ほのぼのと 

13 岩城シツヱ 福島 盧山の瀑布を望む 

14 隈部礼子 熊本 立山を望む 

「剣舞」一般二部 

15 森田みたか 兵庫 剣客 

16 近藤真智子 愛媛 易水送別 

17 坂上 晃 兵庫 易水送別 

18 高田一也 新潟 剣客 

19 大久保昌良 愛知 和歌・身はたとひ 

20 中屋美佐子 鹿児島 和歌・身はたとひ 

21 髙根沢敏江 栃木 剣客 

22 竹森裕二 広島 和歌・身はたとひ 

23 建部 司 愛知 八幡公 

24 櫻井 悟 福岡 易水送別 

「詩舞」一般二部 

25 佐々木まなみ 京都 春月 

26 大城戸正美 熊本 立山を望む 
27 百田あゆみ 京都 和歌・ほのぼのと 



28 藤岡洋子 広島 和歌・ほのぼのと 

29 五月女益美 栃木 立山を望む 

30 山田幸子 愛媛 盧山の瀑布を望む 

31 瀧上道子 山口 盧山の瀑布を望む 

32 灘部鈴子 東京 春月 

33 疋田澄子 京都 和歌・ほのぼのと 

34 渡邉祐子 静岡 春月 

35 中野節子 広島 和歌・ほのぼのと 

36 黒川和子 愛媛 春月 

37 牧 清美 愛知 盧山の瀑布を望む 

38 加来貴子 福岡 弘道館に梅花を賞す 

39 山内宮子 愛媛 春月 

40 松永文幸 佐賀 弘道館に梅花を賞す 

「剣舞」一般一部 

41 荒谷早智子 愛知 易水送別 

42 木村佳奈 兵庫 剣客 

43 山田貴己 大分 八幡公 

44 石田泰範 大分 剣客 

45 中田加奈子 愛知 剣客 

46 坪田里美 愛知 稲叢懐古 

47 髙橋博之 群馬 稲叢懐古 

48 𠮷𠮷田郁夫 徳島 八幡公 

49 根岸友美 栃木 易水送別 

50 大津知紀 兵庫 八幡公 

51 谷野善則 岡山 易水送別 

52 藤島永治 岡山 稲叢懐古 

「詩舞」一般一部 

53 林 亮志 愛媛 立山を望む 

54 鈴木宏実 愛知 春月 

55 友井川真佐美 兵庫 春月 

56 荒﨑春奈 神奈川 和歌・ほのぼのと 

57 伊藤修司 愛知 盧山の瀑布を望む 

58 佐藤園子 宮城 立山を望む 

59 武井志保子 栃木 立山を望む 
60 原 歩 岡山 弘道館に梅花を賞す 



61 入倉仁美 愛知 春月 

62 吉田訓子 熊本 立山を望む 

63 菅 富士子 兵庫 春月 

64 永戸智子 京都 和歌・ほのぼのと 

65 松山知子 岡山 弘道館に梅花を賞す 

「剣舞」幼年の部 

66 𠮷𠮷田哲基 徳島 九月十三夜陣中の作 

67 塙 寛介 愛知 将に東遊せんとして壁に題す 

68 橿山粋生 東京 将に東遊せんとして壁に題す 

69 中山創司 岡山 九月十三夜陣中の作 

70 齊藤柚璃 兵庫 将に東遊せんとして壁に題す 

71 敷津才蔵 大分 九月十三夜陣中の作 

72 髙𣘺𣘺太智 群馬 日本刀 

「詩舞」幼年の部 

73 玉熊紗朱 茨城 桜祠に遊ぶ 

74 水口葉月 愛媛 桜祠に遊ぶ 

75 畑本彩結 岡山 桜祠に遊ぶ 

76 村田 蘭 福島 桜祠に遊ぶ 

77 若松柚希 京都 桜祠に遊ぶ 

78 池田悠希 福岡 和歌・ほろほろと 

79 深井萌衣 岐阜 山行 

「剣舞」少年の部 

80 堀 真悠子 愛知 九月十三夜陣中の作 

81 熊谷朋也 宮城 日本刀 

82 戸田宙希 滋賀 将に東遊せんとして壁に題す 

83 神田 蓉 東京 九月十三夜陣中の作 

84 山田明穂 大分 将に東遊せんとして壁に題す 

85 友井川慧照 兵庫 九月十三夜陣中の作 

86 安藤 翔 岡山 九月十三夜陣中の作 

87 柴本佳乃愛 愛知 九月十三夜陣中の作 

88 𠮷𠮷田陸人 徳島 日本刀 

「詩舞」少年の部 

89 吉田美陽 福岡 山行 

90 篠原恵満奈 徳島 桜祠に遊ぶ 
91 西浦 輝 愛知 和歌・ほろほろと 



92 大本愛莉 京都 山行 

93 永井穂香 兵庫 桜祠に遊ぶ 

94 田中優季 岡山 桜祠に遊ぶ 

95 清藤優美 埼玉 山行 

96 日野満利花 福岡 桜祠に遊ぶ 

97 森 凜華 愛知 桜祠に遊ぶ 

98 服部 涼 岡山 桜祠に遊ぶ 

「剣舞」青年の部 

99 原 光希 兵庫 易水送別 

100 黒田咲穂 愛知 易水送別 

101 松坂界良 群馬 稲叢懐古 

102 多嘉良銀太 東京 剣客 

103 高橋宏徳 徳島 八幡公 

104 杭田雷威 岡山 稲叢懐古 

105 衛藤優美 福岡 和歌・身はたとひ 

106 友井川 友 兵庫 剣客 

107 永田大地 福岡 和歌・身はたとひ 

108 上岡隆生 三重 八幡公 

109 竹内彩夏 千葉 稲叢懐古 

110 上岡雅治 三重 易水送別 

「詩舞」青年の部 

111 入倉真之将 愛知 盧山の瀑布を望む 

112 金子杏衣 宮城 立山を望む 

113 木室奈津 福岡 弘道館に梅花を賞す 

114 柴田 譲 愛知 盧山の瀑布を望む 

115 永光美佳 福岡 弘道館に梅花を賞す 

116 増井章高 兵庫 盧山の瀑布を望む 

117 花田真理 愛知 盧山の瀑布を望む 

118 五月女智仁 栃木 弘道館に梅花を賞す 

119 野澤美裕 東京 立山を望む 

120 若本未知恵 広島 盧山の瀑布を望む 

121 松本 文 兵庫 春月 
122 田村明以子 香川 盧山の瀑布を望む 

 


