
２０２０年（第２７回）全⽇本学⽣⼤会結果

※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。

 Univas Cup point グランドチャンピオン  

 
男子総合  300市古憲⼀郎(関⻄外国語⼤学) 写真

女子総合  300松沢美⽻（明治⼤学） 写真
 

 優勝 準優勝 ３位 ３位  
基本動作（有段） 20 落合早輝（北星学園⼤学） 野中翔（⿓⾕⼤学） 今井祥乃（⿓⾕⼤学） ⻑⾕川雅（関⻄外国語⼤学）  写真

女子有段の部  

小太刀(有段）  50 松沢美⽻（明治⼤学） 秋野友⾹（明治⼤学） ⼭野夏海（豊橋技術科学⼤学） 伊藤万裕（明治⼤学）  写真
小太刀（有級）  和久井七海（明治⼤学） 丸⼭恵梨⼦（昭和⼥⼦⼤学） ⼭下和可奈（早稲⽥⼤学） 古屋真梨花（明治⼤学） 写真
長剣フリー（有段）  50 松沢美⽻（明治⼤学） ⼭野夏海（豊橋技術科学⼤学） 落合早輝（北星学園⼤学） 川崎愛実（佛教⼤学） 写真
長剣フリー（有級）  ⼭下和可奈（早稲⽥⼤学） ⽐内七海（個⼈参加） 佐藤由惟（明治⼤学） 海保亜美（國學院⼤學） 写真
二刀（有段）  20 ⼭野夏海（豊橋技術科学⼤学） 安達知泉（明治⼤学） ⼭⼝悠夏（⼤⾕⼤学） 伊藤万裕（明治⼤学） 写真
二刀（有級）  横⼭恵（個⼈参加） 仲⽥阿⽰（常葉⼤学） ⽐内七海（個⼈参加） 古川広海（東京農業⼤学） 写真
楯長剣（有段）  20 落合早輝（北星学院⼤学） 德永帆南（専修⼤学） 海⽥結⽇（明治⼤学） 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） 写真
楯長剣（有級）  松沢美⽻（明治⼤学） 中村七海（東京家政⼤学） 和久井七海（明治⼤学） ⻄浦朱⾳（上智⼤学） 写真
楯小太刀（有段）  20 ⼭野夏海（豊橋技術科学⼤学） 伊藤万裕（明治⼤学） 秋野友⾹（明治⼤学） 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） 写真
楯小太刀（有級）  ⼭⼝悠夏（⼤⾕⼤学） 住⽥さくら（明治⼤学） ⻄浦朱⾳（上智⼤学） 井上清⾹（個⼈参加） 写真
長剣両手（有段）  20 落合早輝（北星学園⼤学） 徳永帆南（専修⼤学） 神⾺菜那（横浜国⽴⼤学） 安達知泉（明治⼤学） 写真
長剣両手（有級）  丸⼭恵梨⼦（昭和⼥⼦⼤学） 古川広海（東京農業⼤学） ⼭下和可奈（早稲⽥⼤学） 宮下美⽻（⾦沢⼤学） 写真
短刀 20 ⽥中瑞華（個⼈参加） 海⽥結⽇（明治⼤学） 海保亜美（國學院⼤學） 多屋友布⾥（早稲⽥⼤学） 写真
棒 10 神⾺菜那（横浜国⽴⼤学）  ⼤原⾥久（常葉⼤学）   写真

⻑槍  20 海保亜美（國學院⼤學） ⽥中瑞華（個⼈参加）   写真

⻑巻  20 村⽥萌瑛（早稲⽥⼤学）  佐々⽊江梨⼦（個⼈参加）  富⽥友貴（佛教⼤学）  写真

  
男子有段の部  小太刀（有段）  50 市古憲⼀郎（関⻄外国語⼤学） 紅林雅之（明治⼤学） 福井恵堂（佛教⼤学） 楠瀬拓真（個⼈参加） 写真

小太刀（有級）  ⽩井涼（國學院⼤學） ⼩泉泰智（早稲⽥⼤学） 林⽮真⽃（國學院⼤學） 岩崎誉（⼤⾕⼤学） 写真
長剣フリー（有段）  50 楠瀬拓真（個⼈参加） 桶川捷樹（個⼈参加） 前⽥⿓希（近畿⼤学） 杉下由⿓（上智⼤学） 写真
長剣フリー（有級）  林⽮真⽃（國學院⼤學） 榎本莉久（⿓⾕⼤学） 今井崇晶（明治⼤学） 多井楢葉（明治⼤学） 写真
二刀（有段）  20 市古憲⼀郎（関⻄外国語⼤学） ⽵⽥圭佑（⽇本⼤学） 栗⼭⼤知（明治⼤学） ⽥⼝優⽃（専修⼤学） 写真
二刀（有級）  加藤知⼤（國學院⼤學） 濱⽥恵⼤（⼤⾕⼤学） 岡部⼀⽣（個⼈参加） ⽯井⼑夢（北翔⼤学） 写真
長剣両手（有段）  20 千丸⼤葵（個⼈参加） 市古憲⼀郎（関⻄外国語⼤学） ⽯井⼑夢（北翔⼤学） 桶川捷樹（個⼈参加） 写真
長剣両手（有級）  榎本莉久（⿓⾕⼤学） 吉⽥育⼈（⾦沢⼤学） 牧⽥卓郎（法政⼤学） 岩崎誉（⼤⾕⼤学） 写真
楯⼩太⼑（有段）  20 杉下由⿓（上智⼤学） ⻑⾕川雅（関⻄外国語⼤学） 茂⽊勝海（明治⼤学） ⽵本樹亜（⼤阪体育⼤学） 写真
楯小太刀（有級）  ⽩井涼（國學院⼤學） ⾼橋佳維（個⼈参加） 多々野遼（個⼈参加） ⻄岡諒（個⼈参加） 写真
楯長剣（有段）
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https://photos.app.goo.gl/4WPA9mMrixGH7hxbA
https://tonamel.com/competition/TtstY


 20 ⻑⾕川雅（関⻄外国語⼤学） ⽵本樹亜（⼤阪体育⼤学） 桶川捷樹（個⼈参加） 須藤峻正（明治⼤学） 写真
楯⻑剣（有級）  今井崇晶（明治⼤学） 林⽮真⽃（國學院⼤學） 紅林雅之（明治⼤学） ⻄村俊映（⼤阪体育⼤学） 写真
短⼑  20 中森唯⽃（横浜国⽴⼤学） 泉輝紀（早稲⽥⼤学） 安部英佑（明治⼤学） ⼊江唯⽃（専修⼤学） 写真
杖  20 伏⾒啓輔（常葉⼤学） 松⽥皐夢（常葉⼤学） 写真
短槍  20 前⽥⿓希（近畿⼤学） 吉原有⼈（個⼈参加） 河原瑠我（明治⼤学） 楠瀬拓真（個⼈参加） 写真
⻑巻  20 関⼝将貴（個⼈参加） ⽥中⼀成（常葉⼤学） ⼭内知暉（横浜国⽴⼤学） 写真
棒  20 ⼩瀬⽂詩（成蹊⼤学） 松⽥皐夢（常葉⼤学） 写真
⻑槍  20 河原瑠我（明治⼤学） 吉原有⼈（個⼈参加） 真鍋憲史（⿓⾕⼤学） 三⽊颯（明治⼤学） 写真

 

男子団体戦  ⿓⾕⼤学  250P 明治⼤学  100P 國學院⼤學  25P 横浜国⽴⼤学  25P 写真

女子団体戦  
明治⼤学
（⽣⽥キャンパス）

 250P 昭和⼥⼦⼤学  100P ⿓⾕⼤学  25P 早稲⽥⼤学  25P 写真
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