
種別 段級 種目 UNIVASポイント 大学（優勝） 氏名（優勝） 大学（準優勝） 氏名（準優勝） 大学（3位） 氏名(3位) 大学（4位） 氏名(4位） 写真 トナメル

一般 有段 基本動作 10 北星学園大学 落合早輝 北翔大学 石井刀夢 龍谷大 野中翔 関西外国語大 長谷川雅　 https://photos.app.goo.gl/p7E5PXHYJ55xMYyQ6https://tonamel.com/competition/fJQep

一般 有級 基本動作 国士館大学 野上凌雅 大阪大 今林武志 東洋大学 宮崎嵩正 東京工科大学 横山樹 https://photos.app.goo.gl/76rqeY1xotWjoKyy7https://tonamel.com/competition/qGlxn
一般 新人 基本動作 明治大学 坂東春佳 明治大学 町田陸人 国士館大学 宮下裕貴 國學院大學 佐々木聡大 https://photos.app.goo.gl/JYKJK27NdySPtUPn8https://tonamel.com/competition/ybsV9

女子 新人 小太刀 明治大学 林亜弥 明治大学 板橋茉子 明治大学 坂東春佳 龍谷大 平野さと https://photos.app.goo.gl/wwo9ecxTmzzig8TL8https://tonamel.com/competition/DIkf8

女子 新人 長剣F 明治大学 田古真穂 上智大学 勝股寧菜 明治大学 坂東春佳 國學院大學 川島愛 https://photos.app.goo.gl/yPYjn24CvQDFttkb6https://tonamel.com/competition/UuHuv

女子 新人 楯小太刀 関東学院大学 羽田野愛結 大阪大 小林美月 明治大学 北峯舞香 フェリス女学院大学田中莉紗 https://photos.app.goo.gl/GGUt3tjTTPDNFif79https://tonamel.com/competition/Y9x6b

女子 新人 長剣両手 明治大学 坂東春佳 國學院大學 吉良明莉 関東学院大学 野崎真央 日本女子大学 中嶋アンナ https://photos.app.goo.gl/a5CzeLSfgX9b8djVAhttps://tonamel.com/competition/KxkPW

女子 新人 楯長剣 國學院大學 吉良明莉 明治大学 林亜弥 フェリス女学院大学 田中莉紗 関東学院大学 野崎真央 https://photos.app.goo.gl/D919AqiYwC4czwo29https://tonamel.com/competition/Ph83k

女子 新人 二刀 明治大学 坂東春佳 関東学院大学 羽田野愛結 明治大学 野澤里菜 明治大学 関和諒子 https://photos.app.goo.gl/LKzAfhuniofpTXUb7https://tonamel.com/competition/BMOx9

女子 新人 長槍 フェリス女学院大学 酒井雪花 https://photos.app.goo.gl/ejP5RPvdd6j4SpkY7
女子 新人 グランドチャンピオン戦 フェリス女学院大学 酒井雪花 明治大学 坂東春佳 明治大学 林亜弥 國學院大學 吉良明莉 https://photos.app.goo.gl/ieqkboeGCpWcXcGy6https://tonamel.com/competition/psWbg

女子 有級 小太刀 早稲田大学 多屋友布里 白百合女子大学 市野未紗 フェリス女学院大学 佐々木江梨子 立教大学 濵高瑶葉 https://photos.app.goo.gl/pLTd6YqTGdkyTkrQ9https://tonamel.com/competition/oiJJ7

女子 有段 小太刀 25 明治大学 並木千知 常葉大学 仲田阿示 明治大学 住田さくら 昭和女子大学 丸山恵梨子 https://photos.app.goo.gl/8TSiEumy8d91pVyG6https://tonamel.com/competition/MLPpH

女子 有級 長剣F 明治大学 古屋真梨花 日本女子大学 吉光寺未帆 フェリス女学院大学 嘉屋重早希 北海道大学 山下芙記 https://photos.app.goo.gl/fciGRCvtybxD9EeQ7https://tonamel.com/competition/minHS

女子 有段 長剣F 25 北星学園大学 落合早輝 京都産業大 横山恵 明治大学 和久井七海 明治大学 佐藤由惟 https://photos.app.goo.gl/tYnfWAn3F54UpysW9https://tonamel.com/competition/OL6I7

女子 有級 楯小太刀 國學院大學 森嶋千晶 お茶の水女子大学和田里佳子 白百合女子大学 市野未紗 高知大学 平野絢 https://photos.app.goo.gl/AivDUM7XHDeUs3iy9https://tonamel.com/competition/PNQvI

女子 有段 楯小太刀 20 龍谷大 星山美悠 豊橋技術科学大学山野夏海 明治大学 並木千知 関東学院大学 斎藤渚沙 https://photos.app.goo.gl/B8Rmv9EJTtZoDihw7https://tonamel.com/competition/mH4Re

女子 有級 長剣両手 立教大学 濵高瑶葉 京都産業大 横山恵 東京女子大学 浜口実歩 東京女子大学 梅岡凛 https://photos.app.goo.gl/ouau2NiT6hYP2YabAhttps://tonamel.com/competition/j58jg

女子 有段 長剣両手 20 明治大学 松沢美羽 佛教大 川崎愛実 北星学園大学 落合早輝 明治大学 和久井七海 https://photos.app.goo.gl/YHbuPZBNkW4UmQ8Q6https://tonamel.com/competition/HpEqm

女子 有段有級 短刀 10 國學院大學 海保亜美 https://photos.app.goo.gl/gkRAWLp4srm9ks53A

女子 有級 楯長剣 白百合女子大学 市野未紗 早稲田大学 多屋友布里 お茶の水女子大学 和田里佳子 北海道大学 山下芙記 https://photos.app.goo.gl/htKcuWvKyd5NhKZi9https://tonamel.com/competition/t6R9q

女子 有段 楯長剣 10 龍谷大 星山美悠 京都産業大 木村初音 早稲田大学 山田千恵理 明治大学 和久井七海 https://photos.app.goo.gl/fMbJZ9ZU21D9sKZ66https://tonamel.com/competition/t6R9q

女子 有級 二刀 日本女子大学 吉光寺未帆 國學院大學 森嶋千晶 東京女子大学 梅岡凜 関西外国語大 本村孔乃 https://photos.app.goo.gl/dzhaB2xaecWzmnKF6https://tonamel.com/competition/rfoje

女子 有段 二刀 10 明治大学 松沢美羽 大谷大 山口悠夏 早稲田大学 山下和可奈 龍谷大学 髙田智波 https://photos.app.goo.gl/SBkHYSNB4fyVbtY6Ahttps://tonamel.com/competition/HZVmM

女子 有段有級 長巻 5 フェリス女学院大学 佐々木江梨子 https://photos.app.goo.gl/txhsB4NhKzBXm4us9
女子 有段有級 グランドチャンピオン戦 125 國學院大學 海保亜美 日本女子大学 栗原悠里 https://photos.app.goo.gl/nUCcZ9kQn5FDMJ5T6https://tonamel.com/competition/3FLVf

男子 新人 小太刀 明治大学 町田陸人 明治大学 鈴木琉斗 京都産業大 山盛彪馬 早稲田大学 負門光 https://photos.app.goo.gl/SfiSSFB6unudbC1b8https://tonamel.com/competition/H85WZ

男子 新人 長剣F 國學院大學 武澤秀 上智大学 山本蒼太 國學院大學 佐々木聡大 明治大学 中澤駿輔 https://photos.app.goo.gl/fzLfRKavwBhfxeuq8https://tonamel.com/competition/bTWRu

男子 新人 楯小太刀 國學院大學 新井晴喜 明治大学 鈴木風太 国士館大学 宮下裕貴 近畿大学 田川達也 https://photos.app.goo.gl/cKc8VR6JSr8cre3C8https://tonamel.com/competition/5K7nS

男子 新人 長剣両手 日本大学 吉村勇輝 明治大学 町田陸人 國學院大學 松本大和 龍谷大学 西谷凪紗 https://photos.app.goo.gl/dFz6ecykyVxPbmLT9https://tonamel.com/competition/fYZSA

男子 新人 短刀 國學院大學 下田凌久 明治大学 佐藤志哉 國學院大學 小野仁頌 https://photos.app.goo.gl/ALkueLbXhh1m1gQB7https://tonamel.com/competition/NItR9

男子 新人 楯長剣 明治大学 鈴木琉斗 早稲田大学 負門光 國學院大學 新井晴喜 横浜国立大学 横尾学人 https://photos.app.goo.gl/bLU2yAXiTFY3gykM6https://tonamel.com/competition/ZUd5w

男子 新人 二刀 明治大学 川上祥平 京都産業大 田中 亮 明治大学 下里寛太 龍谷大 阿久津慶治 https://photos.app.goo.gl/M76jZww9Su4YqC4w8https://tonamel.com/competition/luYBF

男子 新人 長巻 大阪大 河中孔明 https://photos.app.goo.gl/qSuYofvEVp5HW2RDA
男子 新人 グランドチャンピオン戦 明治大学 鈴木琉斗 國學院大學 小野仁頌 國學院大學 下田凌久 日本大学 吉村勇輝 https://photos.app.goo.gl/5QDb7dxpP39Pibw77https://tonamel.com/competition/Lezni

男子 有級 小太刀 明治大学 照屋翔琉 国士館大学 大竹柊生 東洋大学 宮崎嵩正 大阪大 望月梧生 https://photos.app.goo.gl/ZRdfgHY6NR63pNmX7https://tonamel.com/competition/sLXW3

男子 有段 小太刀 25 金沢大 鈴木勇汰 上智大学 杉下由龍 関西外国語大 市古憲一郎 京都産業大学 矢倉匡 https://photos.app.goo.gl/YqBZ3bAGEtiuAgT47https://tonamel.com/competition/zFaLz

男子 有級 長剣F 上智大学 和田城太朗 明治大学 藤井暁大 明治大学 三木颯 龍谷大 初井龍太朗 https://photos.app.goo.gl/1FhLmL8F5CrcZpwNAhttps://tonamel.com/competition/6LyHW

男子 有段 長剣F 25 明治大学 栗山大知 国士館大学 高橋佳維 大阪経済大学 長谷川進 大阪産業大 森佑希 https://photos.app.goo.gl/f6THwAVmG97RY6eE9https://tonamel.com/competition/M3eJi

男子 有級 楯小太刀 明治大学 片桐吉之典 北海道大学 福嶋卓 國學院大學 松崎良音 大阪産業大 森海斗 https://photos.app.goo.gl/LoLfbrh3xan1kyb7Ahttps://tonamel.com/competition/8TAqr

男子 有段 楯小太刀 10 関西外国語大 長谷川雅　 上智大学 杉下由龍 宝塚医療大学 下夷竜生 日本大学 竹田圭佑 https://photos.app.goo.gl/Zy93p9UYiKVVVGUs6https://tonamel.com/competition/vRf8n

男子 有級 長剣両手 北海道大学 菅野葉太 高知大学 鍵本開里 近畿大学 栗林寿樹 立教大学 炭田夏寿 https://photos.app.goo.gl/z4EJNnZLWFc52zgGAhttps://tonamel.com/competition/ZskYR

男子 有段 長剣両手 10 立命館大 田中雄太 龍谷大 阿部智裕 龍谷大 野中翔 明治大学 中野拓哉 https://photos.app.goo.gl/xWuCzdGQUYYSN4Fx7https://tonamel.com/competition/Znu9v

男子 有段有級 短刀 5 常葉大学 田中一成 國學院大學 林矢真斗 大阪大 今林武志 常葉大学 小長井瞭 https://photos.app.goo.gl/KNFXw9X1bnf55ZBp8https://tonamel.com/competition/LKH7j

男子 有段有級 短槍 5 立命館大 原有人 明治大学 三木颯 国士館大学 高橋佳維 https://photos.app.goo.gl/xQD4g5w6ujsPhCny5https://tonamel.com/competition/usPNr

男子 有級 楯長剣 国士館大学 浜野穣 明治大学 柳田大輝 明治大学 安部英佑 日本大学 平野歩夢 https://photos.app.goo.gl/kSnAXGuzhUdzDfk18https://tonamel.com/competition/Xx7HN

男子 有段 楯長剣 10 関西外国語大 長谷川雅　 宝塚医療大学 下夷竜生 立命館大 山岡勇輝 大阪体育大学 藤原叶多 https://photos.app.goo.gl/zk4JCc5thPYYz2Fj8https://tonamel.com/competition/S7KiM

男子 有級 二刀 明治大学 照屋翔琉 金沢大 鈴木勇汰 近畿大学 栗林寿樹 北翔大学 久保田蓮士 https://photos.app.goo.gl/ZEcUV91PQTsgG6E99https://tonamel.com/competition/Geg8h

男子 有段 二刀 10 関西外国語大 市古憲一郎 専修大学 入江唯斗 大阪市立大学 金澤瑚大朗 明治大学 栗山大知 https://photos.app.goo.gl/qc2EwkokhnpgJZke8https://tonamel.com/competition/4iF3Z

男子 有段有級 長槍 5 立命館大 原有人 大阪大 今林武志 明治大学 三木颯 明治大学 田澤宏和 https://photos.app.goo.gl/cARDjmKSaTfvMcfi6https://tonamel.com/competition/yJQhS

男子 有段有級 長巻 5 法政大学 岩佐紘佑 https://photos.app.goo.gl/4AVNbinULL9hk4px8

男子 有段有級 棒 5 東洋大学 宮崎嵩正 https://photos.app.goo.gl/ijXs384vzezTVzMZ9
男子 有段有級 グランドチャンピオン戦 125 関西外国語大 長谷川雅　 立命館大 田中雄太 立命館大 原有人 関西外国語大 市古憲一郎 https://photos.app.goo.gl/fvcfsJXwdGFLDDTN6https://tonamel.com/competition/IRuPg
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