
２０１８年（第２５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。

グランドチャンピオン  

 

男子総合 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 写真

女子総合 ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学） 写真

新人男子 安井洋幸（⼤阪⼤学） 写真
新人女子 川崎愛実（佛教⼤学） 写真

 
優勝 準優勝 ３位 敢闘賞（４位）  

基本動作（新⼈） 川崎愛実（佛教⼤学） ⼊江唯⽃（専修⼤学） 嶺岸樹（法政⼤学） ⽐内七海（国⼠舘⼤学）   写真
基本動作（有段） ⽵中優⽣（⼤阪国際⼤学短⼤） ⽵中美優（⼤阪国際⼤学短⼤） 澤⽥真帆（⾼知⼤学） 原科太⼀（横浜国⽴⼤学）   写真
基本動作（有級） 松崎直輝（法政⼤学） 橋澤菜摘（佛教⼤学） 鎗⽥尚吾（法政⼤学） 中森唯⽃（横浜国⽴⼤学）   写真

 

男子新人の

部        

小太刀 安井洋幸（⼤阪⼤学） ⾕崎匠（常葉⼤学） 上代淳司（佛教⼤学） ⼩林春海（成蹊⼤学）  写真

長剣フリー 安井洋幸（⼤阪⼤学） ⾦城由明（佛教⼤学） 髙⽊陸（早稲⽥⼤学） 佐藤宏⼀郎（明治⼤学）  写真

⼆⼑ ⽩倉健太（明治⼤学） ⾼橋佳維（国⼠舘⼤学） ⼊江唯⽃（専修⼤学） ⼤嶺陽平（横浜国⽴⼤学） 写真
楯⼩太⼑ 栗⼭⼤知（明治⼤学） ⼭⽥諒（早稲⽥⼤学）  上代淳司（佛教⼤学） ⾦城由明（佛教⼤学） 写真
楯⻑剣 杉下由⿓（上智⼤学） 佐藤宏⼀郎（明治⼤学） 楠瀬拓真（⽴命館⼤学） 尾仲⿓⼀（佛教⼤学）  写真
⻑剣両⼿ ⽥苗汐裕（⼤阪⼤学） ⼤越⼀紀（法政⼤学） 安井洋幸（⼤阪⼤学） 堀岡岳（横浜国⽴⼤学）  写真
⻑槍 桶川捷樹（国⼠舘⼤学） 鶴巻怜雄（横浜国⽴⼤学） 朝藤宇宙（國學院⼤学） 南施凌（慶應義塾⼤学）  写真
短⼑ ⽯⽥⿓⽣⾺（東京⼤学） 安部英佑（明治⼤学） ⼊江唯⽃（専修⼤学） ⾕崎匠（常葉⼤学）  写真
⻑巻 牧⽥卓朗（法政⼤学）     写真
短槍 茂⽊隼⼈（明治⼤学）    写真

      
女子新人の

部        小太刀 松沢美⽻（明治⼤学） 川崎愛実（佛教⼤学） ⽥代愛華（国⼠舘⼤学） 今井柚⾥（フェリス⼥学院⼤学）

長剣フリー 川崎愛実（佛教⼤学） 井上清⾹（国⼠舘⼤学） ⽇置佳奈（関⻄外国語⼤学） 中⽥紗楽（國學院⼤学）

 写真

 写真

https://drive.google.com/open?id=1ahsuRdeD5frPDOwZvDo0M-kZ9NucKWky
https://drive.google.com/open?id=1rz1TbN0DA6B6BXNfUoO2tuVxRh-E7YZI
https://drive.google.com/open?id=1WbYUowfrPXTZXUofIHYuPW5fY6HkjpfZ
https://drive.google.com/open?id=1M4jj7d_lXQDWMRzVDKY4zt0U1rs5sNrk
https://drive.google.com/file/d/1uHcRvYVoY3pQ0QA77cOnTuJV4JSRu8qT/view?usp=sharing
http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/S__25067543.jpg
https://drive.google.com/file/d/1D0oLT0daCdvA8f6ocxUkU_xPFV_h1r3q/view?usp=sharing
http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/S__25067551.jpg
https://drive.google.com/file/d/1g6OV27IePg3YbiTDxLhP5DlZAegh42ni/view?usp=sharing
http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/S__25067544.jpg
https://drive.google.com/file/d/1C7zwzxENi2fqJl2j8Ghqh8dNY03RhMVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18u5puxRzWoF5NfdNw-cU2PAdbLa9KxHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbS55ylGd_Uth8YEjcW1RmK0QaAm-Hnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B9U3PyYqy6C_55wHvVky2u_CMAtAXJi-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpR0uyZbhTVlX9QaiDmsn2eWMS2R_VNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSWg2Jk82Skw6wqqbxVZem3qBJp107x_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0McHUehU0Ytm7_VnzFLd0R9nRvItUw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lX0FJ-JbQ4Nmi8q-sAxpgJI3fGzCrxBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUuLisSEei5u9jXcI9RFfLMDWVn0s-yO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgp4Ff0q4TWrsKK6AeOFEMQIpJcml_ol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1pw3vIqtgSlF__3D8F0JilAQCjlOBAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/171AcfJD9VC8EWX7236OZEEZdpRTf5y4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR8giM683c5IVjeUGAPFoH1jpc_rdK2T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_1CV8OMp02vJxo1Lm2pWpfI_RUJJMBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGQhOr1XSA8A0S1ioOcDPhlCdQiz6x-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lkjEl3uLMqniuEFXfoto0m09WlTejdwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIYDbArDwj9F8MgodxcYeCdBcq1HjYqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsLcYkeLfJoB5SKnlJWZfn-xwtZ_jeU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12PLmmPB48-walkRdnDBE8iXene9HC41v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-3E87iCyokbB7eUMH2_Eyln_mcnlgYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OhJiygWPEgQV2B4eLzek8R1dS527k486/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TqB8SAZDLszsrSW_hBaIjokFradasnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ROKKnyKRxeTazmfXPkK0PS8daa6AMAom
https://drive.google.com/open?id=16F4AJNRO8LERpDul94OHZ6JBQLhjO9BL


楯⻑剣 中⽥奏（昭和⼥⼦⼤学） 安本百合恵（⽩百合⼥⼦⼤学） ⼟師京佳（明治⼤学） ⼤本藍⼦（上智⼤学） 

⻑剣両⼿ 松沢美⽻（明治⼤学） 川崎愛実（佛教⼤学） ⼟師京佳（明治⼤学） 奥⽥果歩（明治⼤学） 

⼆⼑ 中⽥紗楽（國學院⼤学） 梅⽥由利花（國學院⼤学） 窪⼭琴美（國學院⼤学） ⼩島明華（法政⼤学）

楯⼩太⼑ 中⽥奏（昭和⼥⼦⼤学） 仲⽥阿⽰（常葉⼤学） 並⽊千知（明治⼤学） ⽐内七海（国⼠舘⼤学）

⻑槍 松沢美⽻（明治⼤学） 佐藤花⾹（上智⼤学） 池⽥優茉（早稲⽥⼤学） 五⼗嵐美琴（國學院⼤学） 

⻑巻 奥⽥果歩（明治⼤学）    

棒 仲⽥阿⽰（常葉⼤学）    

短⼑ 中⽥紗楽（國學院⼤学） ⼤畑美樹（甲南⼤学） 五⼗嵐美琴（國學院⼤学）  

写真

 写真

 写真

写真

写真

写真

写真

写真

 

女子有段の部  

小太刀(有段） ⻑澤悠莉（佛教⼤学） 坂牧りさ（横浜国⽴⼤学） ⼭野夏海（国⽴明⽯⼯業専⾨学校） ⻑⾕川雛（近畿⼤学）  写真
小太刀（有級） ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学） 秋野友⾹（明治⼤学） 徳永帆南（専修⼤学） ⼩⽅亜美（フェリス⼥学院⼤学）  写真
長剣フリー（有段） 森こず江（国⼠舘⼤学） ⻑澤悠莉（佛教⼤学） 東間春佳（⽇本⼥⼦⼤学） 橋本花菜（佛教⼤学）  写真
長剣フリー（有級） ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学） 齋藤愛加（昭和⼥⼦⼤学） ⼭城寿藍（⽩百合⼥⼦⼤学） 磯部由紀乃（上智⼤学）  写真
二刀（有段） ⽵中美優（⼤阪国際⼤学短⼤） 原⽥彩希（早稲⽥⼤学） ⼭野夏海（国⽴明⽯⼯業専⾨学校） 橋澤菜摘 （佛教⼤学）  写真
二刀（有級） ⼭城寿藍（⽩百合⼥⼦⼤学） 安井祐⾹（明治⼤学） 今井祥乃（⿓⾕⼤学） ⼩⽅亜美（フェリス⼥学院⼤学） 写真
楯長剣（有段） ⽵中優⽣（⼤阪国際⼤学短⼤） 芝⼭裕⼦（國學院⼤學） 徳永帆南（専修⼤学） ⻑⾕川雛（近畿⼤学）   写真
楯長剣（有級） 吉⽊萌（法政⼤学） 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） 海氣奈那⼦（フェリス⼥学院⼤学） ⻑澤悠莉（佛教⼤学） 写真
楯小太刀（有段） 原⽥彩希（早稲⽥⼤学） ⼭野夏海（国⽴明⽯⼯業専⾨学校） ⽵中優⽣（⼤阪国際⼤学短⼤） 森こず江（国⼠舘⼤学）  写真
楯小太刀（有級） ⽥中美紗季（⽩百合⼥⼦⼤学） 東間春佳（⽇本⼥⼦⼤学） 秋野友⾹（明治⼤学） 伊藤万裕（明治⼤学） 写真
長剣両手（有段） 梅澤芽以（フェリス⼥学院⼤学） 徳永帆南（専修⼤学） ⽵中希実（佛教⼤学）  写真 
長剣両手（有級） 橋澤菜摘 （佛教⼤学） 中作優⾥佳（⽩百合⼥⼦⼤学） 村⽥萌瑛（早稲⽥⼤学） 鈴⽊彩⼦（昭和⼥⼦⼤学） 写真
短刀 ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学） 澤⽥真帆（⾼知⼤学） 海⽥結⽇（明治⼤学） 中司侑⾥（⾦沢⼤学）  写真
楯短⼑ 福本あかり（東洋⼤学）     写真
棒 神⾺菜那（横浜国⽴⼤学）     

⻑槍 ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学）    写真

⻑巻 ⼭下莉未⼦（東京⼥⼦⼤学）     

  
男子有段の部  小太刀（有段） 五島優（国⼠舘⼤学） 細川千利（⼤阪体育⼤学） ⻑⾕川雅（関⻄外国語⼤学） 佐藤知樹（明治⼤学）   写真

小太刀（有級） ⾼澤朋之（國學院⼤学） ⼩⽥原正樹（⼤阪体育⼤学） 上杉浩史（⿓⾕⼤学） ⼭村知暉（横浜国⽴⼤学）   写真
長剣フリー（有段） 原科太⼀（横浜国⽴⼤学） 市古憲⼀郎（関⻄外国語⼤学） 浜⽥陸海（⼤阪産業⼤学） 五島優（国⼠舘⼤学）   写真
長剣フリー（有級） 豊⽥塁（上智⼤学） 福⽥将也（松⼭⼤学） 堀⼝将吾（⼤阪産業⼤学） 宍倉海（国⼠舘⼤学）   写真
二刀（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 岩⽥晃和（松⼭⼤学） 細川千利（⼤阪体育⼤学） 上野聡太（横浜国⽴⼤学）   写真
二刀（有級） 森祐希（⼤阪産業⼤学） 渡瀬航⼤（横浜国⽴⼤学） 茂⽊勝海（明治⼤学） 藤⽥隆史（東洋⼤学）   写真
長剣両手（有段）

https://drive.google.com/file/d/1tYJ99aspUZ2-b-hJLt_nVBdBOS5eLO6D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zr1IjobsLDZtJqbfvCdQr9nPbNWbZriH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y9PPeN889omwK-rxem3cxDspL78zbfWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feSBeLQYPoWwTDjUUnRQzHZUXJF3gldw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDWYvPcX2PMPTr5mROn1PT6N4Lct339H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_WQw6f6Xq7gtyo_g0CsyDoJDSw2APJE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ti2onrFu3O_QobItiEwHrsqQuojFWn9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fNgPOpnTlWza-Ko1Bu-UGWIYqyLipJ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pexLcMs9q8G8xuPwlR9qyGVS_YLcHUzX
https://drive.google.com/open?id=1TjzEnh0qlvO83GDWeNznvf35RrNn6chA
https://drive.google.com/open?id=1UgUp72dheKNQxLprTPsIE37RksDmdsfb
https://drive.google.com/open?id=15vQ3oVZujtRbM6nDx7ACHhTXm-sFG3Vl
https://drive.google.com/open?id=1nxWGInouu4LhYsPtjbhNVFdjz5cfwa6a
https://drive.google.com/open?id=19U_NxNqQuGwEOpMg23pfX22osn9-eMMK
https://drive.google.com/open?id=1UHq_0VHpzi_2cFirzFYlFfxapujsf0NX
https://drive.google.com/open?id=17jvBd1GblPAYdYyLlvcZQkN3UguA_Oa4
https://drive.google.com/file/d/14hkXTR4wTDRerG5eI3C_EGUYMphL38ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Pe36OdThzUF2FqEFklMaisUZpwAXv46H
https://drive.google.com/file/d/1myiE8mWcZOs8PCSZ9eJqSWsJPCArtuyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_GVHmwd7_SnUBkpfNtzFYbZ6haRcxoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13CLClhbGOTYH3UOJfpdK0Z1uXwS2GJCo
https://drive.google.com/file/d/1k8DcR0epSrBfMAYQ9r4C8ozS1owvqNo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sCOCX40_eT1Aoe2rtmQuNBLB8STSGN5O
https://drive.google.com/file/d/1ihr93c6upTLVI5E2wi2GPWS1AQiFw8KM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rsOgq8XZkjlvZz5ApZC5VE7CoKQ8s1no
https://drive.google.com/file/d/1T7xBJMdmmwmXjmRGxEf_3aG4zk_eCxH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LV70agHi--P0oZvzJEI_bb71FMBe1z-O
https://drive.google.com/file/d/1K5gaGNn81HTh1diktG994sRMcMsdz6HJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1y4YBT3S0QP_O3gI5lNF_m_XHAKbD43j7
https://drive.google.com/file/d/1LoP_oqFDMsQwI6qPrxSDjpIACiofgvsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16rOOrxc4W9QqWzd0PiwlAxG8ibou2kus
https://drive.google.com/file/d/1XaYGObHvA0JSl2zK4PxKEOsh6HREjT37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12PUbcWySyKKCAklh3c0ZvGoKeroXJl-N
https://drive.google.com/file/d/1HmjG6BfAQHnUgqUvXG53dXnz7GqSNEOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mQOTzL8yb8SSj3oKCLDKh6CKe8FKNyEG
https://drive.google.com/file/d/1wuhRD_PMG6HfPCO6hy3mWdk5EH-0D-Pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mQM42obbMHLRGz2nJp8gsp3mvpx0w_K9
https://drive.google.com/file/d/11Tg0rpHFoZv8sEBWRvx2nMKz8lWWs3Fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1geFGxxX1G8JgcPWmnfi5ce1NJKoh6J6u
https://drive.google.com/file/d/1AGOaqPUlFLJDaVer4sFVA4wOToOAhmUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z3XHVCZ4DjHwUe-1_WO60X2JTgxkbMcD
https://drive.google.com/file/d/1nCcz4lfeQ7tIe_Mas0Jn_2QYOoZNc7Lh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15vW4qGIyj1sB5CuILjSM6C55JSgZ80yZ
https://drive.google.com/file/d/16wfK3TVLEMda_z3LwFxYxFbWNRUpMhgA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DsMts0OFkPZqW3QDhsUXj20aGZbcjVd7
https://drive.google.com/file/d/1ZvA3jNWOwKdV7Svf04uFYviAPiK9Q0-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6ug5Agra2rdOWW7LW-EHu21AnKRbOgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12sfLJT6D7JE9ZESN-41TyvKK5c9vT23Q
https://drive.google.com/file/d/1y_K5xJTGPy1cHL6Qqg8Un_l7aKiFFOEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5b227OAYEDgujtFC1qXaXCK_eHvczj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VDVC2stREJQq4i2baSB64GSpmZvHcxSK
https://drive.google.com/file/d/1WpnMwrOII9BdtDLm5woK6WbXrpUroF26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1a5OTpgX7_Bo_VFYZA0Omoau9sXuhFb4G
https://drive.google.com/file/d/1swGF0f1yQWxivyVuKIigo6NIiwMjT502/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1N58RwCQnsbsMWxTt_KAiu_VUbPvf7mZ2
https://drive.google.com/file/d/1pcozbRorpGBAGbOvuMa4eyiXAB7e8zjb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QS6IrsyfvnlMDZ_4uJg3ucUmm6LO5JRj
https://drive.google.com/file/d/1EB1BapFb9vxoFKxVqKqcJvWK8LCv8gqz/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=1L1KYQJrvXrKbW-3zCKfu_EN-sFxoBZLh
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武井裕哉（国⼠舘⼤学） ⼩笠原和真（常葉⼤学） ⽶⽥泰芽（⼤阪府⽴⼤学） ⾨脇⾼空（⼤阪産業⼤学）   写真
長剣両手（有級） 堀⼝将吾（⼤阪産業⼤学） 野坂爽（⽴命館⼤学） 深江歩（宮崎⼤学） 川中⼦⾏⼈（法政⼤学）   写真
楯⼩太⼑（有段） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 近藤寛徒（摂南⼤学） 今井祥貴（⼤阪産業⼤学） 湊拓⾺（國學院⼤学）  写真 
楯小太刀（有級） 真鍋裕介（東京⼤学） 茂⽊勝海（明治⼤学） 相⾺昴（上智⼤学） 百瀬公貴（國學院⼤学）   写真
楯長剣（有段） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 曽根⽥渉（明治⼤学） 原科太⼀（横浜国⽴⼤学） 秋⼭俊太（東京⼤学）  写真 
楯⻑剣（有級） 宮川卓（佛教⼤学） 千丸⼤葵（⽴命館⼤学） ⼭本友詩（明治⼤学） ⼭⼝雄⼤（⽴命館⼤学）   写真
短⼑ 池⽥樹⽣（早稲⽥⼤学） ⼩泉泰智（早稲⽥⼤学） 浜⽥陸海（⼤阪産業⼤学） ⼤友健（國學院⼤学）   写真
楯短⼑ ⼩柳研也（上智⼤学）    写真
短槍 前⽥⿓希（近畿⼤学） 河原瑠我（明治⼤学）   写真
⻑巻 浦井健太（⽴命館⼤学） 洞⼝⻯児（常葉⼤学） 蜂⾕敏樹（明治⼤学） 関⼝将貴（北海道⼤学）   写真
棒 ⼩笠原和真（常葉⼤学） 古河⼤悟（⾦沢⼤学）  写真
⻑槍 河原瑠我（明治⼤学） ⾨脇⾼空（⼤阪産業⼤学） 菊池⼤（北海道⼤学）   写真

 

男子団体戦 ⽴命館⼤学 ⾦沢⼤学 佛教⼤学 ⼤阪産業⼤学 写真

女子団体戦 フェリス⼥学院⼤学 ⼤阪国際⼤学短期⼤学部 佛教⼤学 法政⼤学 写真

 

https://drive.google.com/open?id=1kuDb6gq8RDFRTd4-qgSzqs5oHoaElDH0
https://drive.google.com/file/d/1cDH0WEnv13YN5G3QhhJjLRoePwzVq7z1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1r3RO_6k7ccMN_nseczwv-mcV_zcGxJIc
https://drive.google.com/file/d/1vj5O7-LTIR7cx81BY9u_oPAERT53utlo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rIB7SQZ9jDDbIp2Q0lZt29Kt9vkHJqiV
https://drive.google.com/file/d/1bmt8Yk2vA2yYAEUbkteuSVrnQZCTqC-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IYkP-BpZHfTrnQIBwufJqExUswBGLU6c
https://drive.google.com/file/d/1i14GbLlEFo43EKeHTtOmNGnVfD2J41TJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ir4hD594jqffRztipEDgg7Qr0WaeIASA
https://drive.google.com/file/d/1hdcXXToJqBE0zbLpIaaQBzFYhppelpxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1H8Hfh-MQ5gdX2Y5gCLuWSG1q8rVh39uw
https://drive.google.com/file/d/1sFXfKqLkLYb2gv1WxUZR_3NdBQtRb4wT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fLdm6R5Kb47_gKfgAJo23jEyzp_PhiZ5
https://drive.google.com/file/d/1ozNJesIe456kgfalZpRKIabgc8HVUiNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lbryITX7rjQpineF998dM1YGSmOscyOm
https://drive.google.com/file/d/1sPiNteZoQORYHEZdZixW59LdlJgOxrQl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19kFEB4WZccNgZ-Jl1NYuattfZtl9iNre
https://drive.google.com/file/d/1t7lG7lTzlwdoika5jDfJ6zhwI9uVPYj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b5P2hm8d7xBWXKNCnuzv5N37zJN3Rdds
https://drive.google.com/file/d/17JqtXX2A_s2EqnsMz0d7wCZhzNKmL-Su/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cFQYzoKxR4d8b-6WlVMqethzyHSEFJks
https://drive.google.com/file/d/102RytpSFKvmV23n8GTAzaFa3nbUFT7rC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PJSz7Pj-dzA8X3HgShWKv2Yb4vftP76d
https://drive.google.com/file/d/1LGscCn71DWY5firwtZEuM6TKQBEKunXL/view?usp=sharing
http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/S__25067545.jpg
https://drive.google.com/file/d/19phOuObm74dl73JJfSz1CiNWTZL2ZyG6/view?usp=sharing
http://gakuseichanbara.world.coocan.jp/S__25067546.jpg

