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

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

男子新人の
部

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）

写真

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

女子有段の部

男子有段の部

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）

写真

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）

写真

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）

写真

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）

写真

⻑巻

奥⽥果歩（明治⼤学）

写真

棒

仲⽥阿⽰（常葉⼤学）

写真

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

楯短⼑

福本あかり（東洋⼤学）

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）

⻑巻

⼭下莉未⼦（東京⼥⼦⼤学）

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）

写真

写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真

写真

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）

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）

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）

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）

短槍

前⽥⿓希（近畿⼤学）

河原瑠我（明治⼤学）

⻑巻

浦井健太（⽴命館⼤学）

洞⼝⻯児（常葉⼤学）

棒

⼩笠原和真（常葉⼤学）

古河⼤悟（⾦沢⼤学）

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）

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

写真
写真
写真

写真
写真

蜂⾕敏樹（明治⼤学）

関⼝将貴（北海道⼤学）

写真
写真
写真

