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女子グランドチャンピオン 結果 和久井七海 個人参加

男子グランドチャンピオン 結果 横山樹 個人参加

優勝 準優勝 第三位 敢闘賞

有段基本動作 結果 加藤知大 個人参加 竹田圭佑 個人参加 中野拓哉 個人参加 住田さくら 個人参加

有級基本動作 結果 山本一志 個人参加 多屋友布里 個人参加 渡辺恭矢 横浜国立大学 山口百華 個人参加

有段女子小太刀 結果 松沢美羽 個人参加 碓氷 愛弥乃 共立女子大学 和久井七海 個人参加 古屋真梨花 個人参加

１級女子小太刀 結果 山田千恵理 個人参加 森嶋千晶 個人参加 海保亜美 個人参加 廣居真希 フェリス女学院大学

２級女子小太刀 結果 吉光寺未帆 個人参加 小川怜奈 國學院大學 斎藤渚沙 関東学院大学

有段女子長剣フリー 結果 松沢美羽 個人参加 山田千恵理 個人参加 住田さくら 個人参加 比内七海 個人参加

１級女子長剣フリー 結果 山口百華 個人参加 土師京佳 個人参加 古川広海 東京農業大学 樋爪友紀 個人参加

２級女子長剣フリー 結果 吉光寺未帆 個人参加 長埼佑希子 上智大学 小川怜奈 個人参加

有段女子楯小太刀 結果 佐藤由惟 個人参加 碓氷 愛弥乃 共立女子大学 並木千知 個人参加

有級女子楯小太刀 結果 斎藤渚沙 関東学院大学 栗原悠里 個人参加 長谷美幸 上智大学 佐々木江梨子 フェリス女学院大学

有段女子長剣両手 結果 松沢美羽 個人参加 樋爪友紀 個人参加 安本百合恵 白百合女子大学 丸山恵梨子 昭和女子大学

有級女子長剣両手 結果 住田さくら 個人参加 西浦朱音 上智大学 嘉屋重早希 フェリス女学院大学 濵高瑶葉 個人参加

女子短刀 結果 多屋友布里 個人参加 大原里久 個人参加 海保亜美 國學院大學

有段女子二刀 結果 松沢美羽 個人参加 碓氷 愛弥乃 共立女子大学

有級女子二刀 結果 佐藤由惟 個人参加 丸山恵梨子 昭和女子大学 齋藤夏音 個人参加 小川怜奈 國學院大學

有段女子楯長剣 結果 和久井七海 個人参加 並木千知 個人参加 西浦朱音 上智大学 古屋真梨花 個人参加

有級女子楯長剣 結果 斎藤渚沙 関東学院大学 山口百華 個人参加 嘉屋重早希 フェリス女学院大学 山田千恵理 個人参加

女子棒 結果 大原里久 個人参加 栗原悠里 個人参加

有段男子小太刀 結果 竹田圭佑 個人参加 入江唯斗 専修大学 今井崇晶 個人参加 藤井暁大 個人参加

１級男子小太刀 結果 栗山大知 個人参加 和田城太朗 上智大学 小川大誠 横浜国立大学 千葉亮介 個人参加

２級男子小太刀 結果 柳田大輝 個人参加 石井峻平 横浜国立大学 石川翔大 専修大学 高原秀伍 國學院大學

有段男子長剣フリー 結果 牧田卓朗 個人参加 中野拓哉 個人参加 杉下由龍 上智大学 村上脩 個人参加

１級男子長剣フリー 結果 平野歩夢 個人参加 河野開斗 関東学院大学 大田原嶺 國學院大學 山本一志 個人参加

２級男子長剣フリー 結果 高原秀伍 國學院大學 木村廉 国士館大学 大竹柊生 個人参加

有段男子楯小太刀 結果 横山樹 個人参加 今井崇晶 個人参加 杉下由龍 上智大学 竹田圭佑 個人参加

有級男子楯小太刀 結果 大竹柊生 個人参加 冨山千太朗 個人参加 木村廉 国士館大学 平野歩夢 個人参加

有段男子長剣両手 結果 中野拓哉 個人参加 加藤知大 國學院大學 里井隼飛 個人参加 桶川捷樹 個人参加

有級男子長剣両手 結果 浅野新 上智大学 紺野祐太 個人参加 石川翔大 専修大学 後藤静哉 上智大学

男子短刀 結果 入江唯斗 専修大学 田中一成 個人参加 星野雅周 個人参加 海野悠人 個人参加

男子楯短刀 結果 牧田卓朗 個人参加 岩佐紘佑 個人参加

男子短槍 結果 高橋佳維 個人参加 毛保海晴 個人参加 三木颯 個人参加

有段男子二刀 結果 横山樹 個人参加 栗山大知 個人参加 諏訪部辰哉 個人参加 里井隼飛 個人参加

有級男子二刀 結果 高橋佳維 個人参加 渡部隼也 國學院大學 大竹柊生 個人参加 木村廉 国士館大学

有段男子楯長剣 結果 杉下由龍 上智大学 岡部一生 個人参加 大田原嶺 國學院大學 桶川捷樹 個人参加

有級男子楯長剣 結果 千葉亮介 個人参加 蓜島和輝 國學院大學 山本一志 個人参加 小林颯太 個人参加

男子長槍 結果 三木颯 個人参加 苗加雅貴 専修大学 冨山千太朗 個人参加

男子長巻 結果 岩佐紘佑 個人参加 田中一成 個人参加
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