
２０１９年（第２４回）関東学⽣⼤会結果

※種⽬名をクリックすると，トーナメント結果が表⽰されます。

グランドチャンピオン  
男子総合 冨⽥剛弘 （國學院⼤學）  写真

女子総合 森こず江（国⼠舘⼤学）  写真
 

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞（４位）  
基本動作（新⼈） 鈴⽊怜（国⼠舘⼤学） 菅野稜⾺（横浜国⽴⼤学） ⽯原海侑（東京⼥⼦⼤学） 松崎良⾳（國學院⼤學）   写真
基本動作（有段） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 佐野和希（法政⼤学） 松崎直輝（法政⼤学）   写真
基本動作（有級） 前⽥岳⽔（法政⼤学） 渡瀬航⼤(横浜国⽴⼤学） 齋藤恵美（法政⼤学） 天海悠似（法政⼤学）   写真

 

男子新人の部

小太刀 野上凌雅(国⼠舘⼤学) ⽩井涼（國學院⼤學） ⼩⼭⻯太郎（専修⼤学） 井出中健悟（早稲⽥⼤学）   写真

長剣フリ- 増⽥⿓平（明治⼤学） 林⽮真⽃（國學院⼤學） 照井雄⼤（早稲⽥⼤学） 藤井⿓汰（國學院⼤學）   写真

      

 女子新人の部
小太刀  ⼭⼝ 百華（国⼠舘⼤学）  安永悠希（⽩百合⼥⼦⼤学）  古屋真梨花（明治⼤学）  渡邊成海（法政⼤学）    写真
長剣フリー  和久井七海（明治⼤学）  佐藤由惟（明治⼤学）  佐々⽊江梨⼦（フェリス⼥学院⼤学）  嘉屋重早希（フェリス⼥学院⼤学）    写真

 
女子有段の部  小太刀(有段） 坂牧りさ（横浜国⽴⼤学） 安達知泉（明治⼤学） 森こず江（国⼠舘⼤学） 村⽥萌瑛(早稲⽥⼤学）   写真

小太刀（有級） 中⽥奏（昭和⼥⼦⼤学） 松沢美⽻（明治⼤学） 磯部由紀乃（上智⼤学） 樋⽖友紀(明治⼤学）  写真
長剣フリー（有段） 坂牧りさ（横浜国⽴⼤学） 神⾺菜那（横浜国⽴⼤学） 森こず江（国⼠舘⼤学） 棚上好（フェリス⼥学院⼤学）   写真
長剣フリー（有級） 守⽥佳梨奈（明治⼤学） 五⼗嵐美琴（國學院⼤學） 中⽥紗楽（國學院⼤學） 海⽥結⽇（明治⼤学）   写真
二刀(有段) 安井祐⾹（明治⼤学）     写真
二刀(有級) 棚上好（フェリス⼥学院⼤学） 中⽥紗楽(國學院⼤學) 秋野 友⾹（明治⼤学） 中⼭ 愛也佳（昭和⼥⼦⼤学）   写真
 楯長剣(有段) 森こず江(国⼠舘⼤学) 徳永帆南(専修⼤学)    写真
楯長剣(有級) 海⽥結⽇（明治⼤学） 椎美由紀（法政⼤學） 斎藤愛加（昭和⼥⼦⼤学） 伊東幸恵（常葉⼤学）   写真
楯小太刀(有段) 森こず江(国⼠館⼤学)  ⾒原優希(常葉⼤学)    写真
楯小太刀(有級) 今井柚⾥（フェリス⼥学院⼤学） 斎藤愛加（昭和⼥⼦⼤学） ⼭⽥遥⾹（専修⼤学） 並⽊千知（明治⼤学）   写真
長剣両手(有段) 荒井美夢(⼤妻⼥⼦⼤学)  椎美由紀(法政⼤学)  吉⽊萌(法政⼤学)  安達知泉（明治⼤学）  写真
長剣両手(有級) 棚上好（フェリス⼥学院⼤学） 安本百合恵（⽩百合⼥⼦⼤学） 三上友利亜（明治⼤学） ⼟師京佳（明治⼤学）  写真 
短刀 安井祐⾹（明治⼤学） 海⽥結⽇（明治⼤學） 井上清⾹（国⼠舘⼤学） 五⼗嵐美琴（國學院⼤学）   写真
楯短刀 ⼭下莉未⼦(東京⼥⼦⼤学)     写真

https://drive.google.com/file/d/1TB7sZLzsUjn90cx5jIxTKWV1xakBAWU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPSIqRPNyECklMTcd3NvFAaOPX9IGtsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n288VNJFBBpg5Xx2B-SVTe2QIlFqhWdK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSVmSmsw9fxyLZgFPgCUarIkE5J1oT1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmkY2swdLGJ4rhdhgZgavzfnsmI7D6LV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cJDH5IcptkWiZy14ER3CGs1WXn8AxZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auMJYN-kUcq3m_tYj3dbMAD4xd__Qs57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Stho23j25DO_tQuXWAflE7hPLHZ0x9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hOilXeLsvSUbOM9F3aRr3l6p7XxUVIRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEE-IWRNnOunzsEWwzgHd7-b_LxAGJ3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bx04ldYN1xvKpm9Z2B0X7lievSlShL2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Rjjs-chVH35FGCZZAgTUqawBuG5VLwgZ
https://drive.google.com/file/d/1z_GVHmwd7_SnUBkpfNtzFYbZ6haRcxoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vy0gzBVE1jL18x85ZDPLDM-gzKPthGMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNRMoHd73mNk8vZ9Y6IYnHtVHABbl5xI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154f_hxk7ekwLtcNQ_r6qTpft500GHEm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ya6B0g3xXvjZxxi-iCOt3YgYnP58ExOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjlKmkNKE3hZQFVPImsghu4IvtIDULxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ya6B0g3xXvjZxxi-iCOt3YgYnP58ExOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vpsmcZ_ue71aZNTKD3mo3v-bZ70QR1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmF8Sgk3mmgZNcLN_8hlYKpuzahCH7mm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p61MjGvnuvhHAtibtdPMbnt2WF9sigf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmF8Sgk3mmgZNcLN_8hlYKpuzahCH7mm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zkw3GiMLPbT4TKBV7YLUs27fd4naxUzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENYElhdPUIrxHbtMRaSxpFOwvRgRwFGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcmZHJLvknBezwW0xuq8Bqt4WoQkHbS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WNyrz9SzGs9-UMNE2QE-pRJltF-MH3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-g9SGOCckr1mi9MX_zXzxTKyD2CMLZoM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sIphaKXDXNhW_PMfMCJLU0U9UjrdrJih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1KajEwW4F_W2aZux05QKNOPo58cLd3Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDYmtUTXNdMH9sCMPNcZ6y1qt_aL5pfm/view?usp=sharing


棒 神⾺菜那(横浜国⽴⼤学)     写真
⻑槍 福本あかり（東洋⼤学）     写真
⻑巻 ⼭下莉未⼦(東京⼥⼦⼤学)     写真

  

男子有段の部   

小太刀（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） ⼟⽥周治（東京⼯業⼤学） 紅林雅之（明治⼤学） 藤⽥英之（成蹊⼤学）   写真
小太刀（有級） ⼩⻑井瞭(常葉⼤学) ⼾川侑樹（明治⼤学） ⼊江唯⽃（専修⼤学） ⾼橋佳維（国⼠舘⼤学）   写真
長剣フリー（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） ⼤友健（國學院⼤学） 藤⽥ 英之（成蹊⼤学） 須藤 峻正（明治⼤学）   写真
長剣フリー（有級） 泉 有希（専修⼤学） 前⽥岳⽔（法政⼤学） 杉下由⿓（上智⼤学） 南波宏紀（専修⼤学）   写真
二刀（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 佐野和希（法政⼤学） 上野聡太（横浜国⽴⼤学） ⾼⽊陸(早稲⽥⼤学）   写真
二刀（有級） ⼊江唯⽃（専修⼤学） 紅林雅之（明治⼤学） 吉澤壮起（國學院⼤学） 村上脩（明治⼤学）   写真
長剣両手（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 松⽥哲⼤（常葉⼤学） 松⽥将明（明治⼤学） ⼩寺友博（明治⼤学）   写真
長剣両手（有級） 神崎黎（横浜国⽴⼤学） ⼾川侑樹（明治⼤学） 村上脩（明治⼤学） ⽯川良太（國學院⼤学）   写真
楯⼩太⼑（有段） 原科圭汰（東洋⼤学） 三宅佑紀（横浜国⽴⼤学） 紅林雅之（明治⼤学） 斎藤成志（上智⼤学）  写真 
楯小太刀（有級） 栗⼭⼤知（明治⼤学） 前⽥岳⽔（法政⼤学） 多井楢葉（明治⼤学） ⼩作航平（明治⼤学）   写真
楯⻑剣（有段） 冨⽥剛弘（國學院⼤学） 藤⽥英之（成蹊⼤学） ⻄塚沙⽉（⽊更津⼯業⾼等専⾨学校） ⾼澤朋之（國學院⼤学）  写真 
楯⻑剣（有級） 杉下由⿓（上智⼤学） 三宅佑紀（横浜国⽴⼤学） 倉⽥希（国⼠舘⼤学） ⾼橋佳維（国⼠舘⼤学）   写真
短⼑ ⼊江唯⽃（専修⼤学） ⼤友健(國學院⼤学） 池⽥樹⽣（早稲⽥⼤学） 海野悠⼈（明治⼤学）   写真
楯短⼑ ⼭村知暉(横浜国⽴⼤学)    写真
短槍 河原瑠我（明治⼤学）   写真
⻑巻 ⼭村知暉（横浜国⽴⼤学）   写真
⻑槍 河原瑠我（明治⼤学）  鶴巻玲雄(横浜国⽴⼤学)  渋⽥真吾(常葉⼤学)  朝藤宇宙(國學院⼤學)   写真
棒 松井⼀真(明治⼤学)     写真

 

新⼈男⼦１７４⼈
新⼈⼥⼦６１⼈
上級⽣男⼦１５４⼈
上級⽣⼥⼦６３⼈

合計４５３⼈

https://drive.google.com/file/d/17clFXMECWjnz3npYJvptmNDOaTvaUv3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IATwng9Ax_G-eNKjfCGX6wOMxs9Ds6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQeekFYfM6ebujg68Fb3qRjDj0mV6Vna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfVQby7Ts0_p9LPlnuM2i6f5fawon2xe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dTk7umgD8YyhSe_XvqZmUXTvaM4xw2_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpHs_Clp1Y8oOWkuXPe00Ww_N9e80EKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzCEPBIs1h6Sr4S2T3D12sheDVxzUNaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7oEx4n1K7OyPL72VgncZB7tFZ50Vgh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjz_bGYPnhLSEaTDiK2Z92bmUMJmxMlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqQqofHxFd7dh42Rw7jqco4qOAm7lth0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DDRN0_wOgaAVMk-ePDe4L9ExWXooQoyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFW6svkRSQkwa3LkDRAodgI0uT86ScJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BuLEUyi5o0XhRF1nAI_H-B_ZdoCTpkIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHWl8LDUvuVsFalLa5oifTDqKhD-rmeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-RHRwAX_B15HqPm9n4NfpZS17V60SuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1X3UgmYiVAqYhzdlZ2COsT2aW7iZ0a6tg
https://drive.google.com/file/d/1E7OMyiD-TsaHNOkaYZOWOcHlaq6KPgus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4NvJN-0ufAeQjBcsrgp3rzLdOP4Vx81/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-RHRwAX_B15HqPm9n4NfpZS17V60SuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wi3fzIRmjxGECRdhBCmnTBM0kHFv6mTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mn0PtWPSAlHQV3PovYooAfRH0J6sPJVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqFPGHLxq2T2mMkHJpPN9NvifxpZlrOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vf_Aue-yoZKeq1ATIBKMwvi6kH2U-E2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNr5NwbAU0Hg7lgDI9KCX3HP_DJPJToO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsBsk4XlunLDQtC77-7r7a9gF4HZvlDr/view?usp=sharing

