
２０１６年（第２１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。

優勝 準優勝 ３位 敢闘賞
選⼿番号 名前 ⼤学名 選⼿番号 名前 ⼤学名 選⼿番号 名前 ⼤学名 選⼿番号 名前 ⼤学名

男⼦グランドチャンピオン ti 28 原科太⼀ 横浜国⽴⼤学
⼥⼦グランドチャンピオン tf 1 森内瑞季 東洋⼤学

基本動作

新⼈ tc 67 川⽥智輝 明治⼤学 ti 15 齋藤 哲平 横浜国⽴⼤学 tm 15 吉⽊萌 法政⼤学 td 42 坂本健吾 國學院⼤学
有段 z 8 吉村美穂 産能⼤ ti 28 原科太⼀ 横浜国⽴⼤学 z 12 藤⽥英之 成蹊⼤学 tq 1 ⽯井優希 松蔭⼤学

有級 je 2 海氣奈那⼦ フェリス⼥学
院⼤学

ja 9 芳賀友理奈 昭和⼥⼦⼤学 th 5 菅原幹⼈ 上智⼤学 tb 10 中筋健⼈ 早稲⽥⼤学

新⼈男⼦
⼩太⼑ ti 1 ⽵前和彦 横浜国⽴⼤学 td 35 及川浩輝 國學院⼤学 td 36 ⼤友健 國學院⼤学
⻑剣フリー td 41 神⼾慧⼠ 國學院⼤学 te 22 鎌形勇輝 国⼠舘⼤学 tc 33 川島 宙 明治⼤学 tc 32 河⻄ 渉 明治⼤学

新⼈⼥⼦
⼩太⼑ ti 12 ⼩⽥垣 優⾐ 横浜国⽴⼤学 cb 4 櫻間美⽉ 常葉⼤学富⼠ tm 8 ⼩⼭智菜実 法政⼤学 tc 44 安井祐⾹ 明治⼤学

⻑剣フリー ti 9 坂牧りさ 横浜国⽴⼤学 ti 12 ⼩⽥垣 優⾐ 横浜国⽴⼤学 je 3 棚上好 フェリス⼥学
院⼤学

tf 17 福本あかり 東洋⼤学

有段⼥⼦
⼩太⼑ te 3 伊藤⼤空 国⼠舘⼤学 tj 11 ⾼橋真由美 東海⼤学 tq 3 ⽯井優希 松蔭⼤学 tc 14 船⼭聖奈 明治⼤学
⻑剣フリー tc 12 富岡 由梨 明治⼤学 tf 1 森内瑞季 東洋⼤学 td 24 樋⼝藍 國學院⼤学 tc 8 吉野朱⾳ 明治⼤学

有級⼥⼦
⼩太⼑ je 2 海氣奈那⼦ フェリス⼥学

院⼤学
ja 4 畑 千遥 昭和⼥⼦⼤学 ja 9 芳賀友理奈 昭和⼥⼦⼤学 jb 3 ⽥中 美紗季 ⽩百合⼥⼦⼤

⻑剣フリー jb 3 ⽥中美紗季 ⽩百合⼥⼦⼤
学

td 10 ⾚城由希⼦ 國學院⼤学 ja 4 畑 千遥 昭和⼥⼦⼤学 jb 4 中作優⾥佳 ⽩百合⼥⼦⼤

⼥⼦部外
（有段有級）

楯⼩太⼑ z 8 吉村美穂 産能⼤ jb 3 ⽥中 美紗季 ⽩百合⼥⼦⼤ tc 63 林 紫薇 明治⼤学 td 10 ⾚城由希⼦ 國學院⼤学

両⼿⻑剣 jb 4 中作優⾥佳 ⽩百合⼥⼦⼤
学

th 9 時澤祐⾐ 上智⼤学 tj 11 ⾼橋真由美 東海⼤学 th 17 吉岡ちとせ 上智⼤学

短⼑ ja 4 畑千遥 昭和⼥⼦⼤学 td 17 芝⼭裕⼦ 國學院⼤学 tc 14 船⼭聖奈 明治⼤学 tc 61 ⽮都⽊知可⼦ 明治⼤学
得物⾃由 tf 1 森内瑞季 東洋⼤学 jb 3 ⽥中 美紗季 ⽩百合⼥⼦⼤ td 17 芝⼭裕⼦ 國學院⼤学 tc 63 林 紫薇 明治⼤学

有段男⼦
⼩太⼑ te 26 ⻤頭岳嗣 国⼠舘⼤学 z 12 藤⽥英之 成蹊⼤学 te 25 岸 隼佑 国⼠舘⼤学 tg 6 桑⼭直輝 専修⼤学
⻑剣フリー ti 28 原科太⼀ 横浜国⽴⼤学 te 45 武井裕哉 国⼠舘⼤学 tg 1 森岡駿 専修⼤学 te 29 五島優 国⼠舘⼤学

有級男⼦
⼩太⼑ z 14 ⼟⽥周治 東京⼯業⼤学 td 11 植⽵⼀司 國學院⼤学 td 27 萩原涼 國學院⼤学 ti 34 ⼭⽥剛久 横浜国⽴⼤学
⻑剣フリー z 14 ⼟⽥周治 東京⼯業⼤学 ti 27 縄⽥寛希 横浜国⽴⼤学 ta 27 武政雄⼤ 東京⼤学 tb 7 皆津 恭平 早稲⽥⼤学

男⼦部外
（ショート）

楯⼩太⼑ te 29 五島優 国⼠舘⼤学 td 18 ⼤平峻也 國學院⼤学 tb 3 ⽥中秀⼈ 早稲⽥⼤学 tm 4 ⾺淵翔 法政⼤学
両⼿⻑剣 z 12 藤⽥英之 成蹊⼤学 tc 13 中林駿太 明治⼤学 tc 19 ⾚松優樹 明治⼤学 tc 50 ⽥中蓉也 明治⼤学
短⼑ ti 28 原科太⼀ 横浜国⽴⼤学 ta 19 宗廣直頼 東京⼤学 tb 4 原⽊伸茂 早稲⽥⼤学 td 23 ⽥尻 祥晃 國學院⼤学

男⼦部外
（ロング）

⼆⼑ ta 19 宗廣直頼 東京⼤学 tc 13 中林駿太 明治⼤学 tc 17 ⽒家章雄 明治⼤学 te 16 林秀樹 国⼠舘⼤学
楯⻑剣 ti 28 原科太⼀ 横浜国⽴⼤学 z 12 藤⽥英之 成蹊⼤学 tc 1 井上信太 明治⼤学 tc 11 佐藤 隆⼆ 明治⼤学
⻑物 td 18 ⼤平峻也 國學院⼤学 td 13 甲斐翔太 國學院⼤学 tc 59 増⼦⼤樹 明治⼤学 te 31 ⻄原崇太 国⼠舘⼤学

 参加⼈数 新⼈男⼦１３６名 新⼈⼥⼦３９名 有段⼥⼦４３名 有段男⼦１０７名 合計３２５名

トーナメントの内容等はこちら

http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/2016_kantougakusei_04.pdf



