
２０２０年（第２５回）近畿学⽣⼤会結果

※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 準グランドチャンピオン  3位  3位  

 

男子総合
市古憲⼀郎
（関⻄外国語⼤学）  128points  ⻑⾕川 雅

（関⻄外国語⼤学）
 64points  今井祥貴

（⼤阪産業⼤学）
 32points

 野中翔
（⿓⾕⼤
学）

 
32points 

写真

女子総合
⼭⼝悠夏
（⼤⾕⼤学）  128points  横⼭恵

（個⼈参加）
 64points  川崎愛実

（佛教⼤学）
 32points

星⼭美悠
（⿓⾕⼤
学）

 
32points

写真

 
優勝 準優勝 ３位 敢闘賞（４位）  

基本動作（有段） 野中翔 今井祥乃 ⻑⾕川雅 近藤寛徒   写真
基本動作（有級） 星⼭美悠 佐野貫太 ⼭⼝悠夏 ⻄村祐也   写真

 
有段有級女子の

部  　小太刀(有段）  H 富⽥友貴
（佛教⼤学）  4points 梅⾕実和

（関⻄学院⼤学）  2points 川崎愛実
（佛教⼤学）    写真

 小太刀（有級）  G ⼭⼝悠夏
（⼤⾕⼤学）  6points 星⼭美悠

（⿓⾕⼤学）  3points 辻涼佳
（嵯峨美術⼤学）  1points

本村孔乃
（関⻄外
国語⼤
学）

  写真

　長剣フリー（有段）  H 川崎愛実
（佛教⼤学）  4points 梅⾕実和

（関⻄学院⼤学）  2points 今井祥乃
（⿓⾕⼤学）    写真

　長剣フリー（有級）  G
横⼭恵
（個⼈参加）  6points 星⼭美悠

（⿓⾕⼤学）  3points 本村孔乃
（関⻄外国語⼤学）  1points

富⽥友貴
（佛教⼤
学）

   写真

 二刀（有級・有段）  D ⼭⼝悠夏
（⼤⾕⼤学）  16points 川崎愛実

（佛教⼤学）  8points 今井祥乃
（⿓⾕⼤学）  4points

後藤美優
（⿓⾕⼤
学）

 3point  写真

 楯長剣（有級・有段） F 星⼭美悠
（⿓⾕⼤学）   8points ⽊村初⾳

（個⼈参加）  4points 近藤紀⾹
（奈良⼥⼦⼤学）  2points

富⽥友貴
（佛教⼤
学）

 1point 写真

 楯小太刀（有級・有
段）

 F 梅⾕実和
（関⻄学院⼤学）  8points 富⽥友貴

（佛教⼤学）  4points 近藤紀⾹
（奈良⼥⼦⼤学）  2points

横⼭恵
（個⼈参
加）

 1point  写真

 長剣両手（有段）  F 川崎愛実
（佛教⼤学）

 8points 今井祥乃
（⿓⾕⼤学）

 4points ⽊村初⾳
（個⼈参加）

 2points 本村孔乃
（関⻄外

 1point  写真 

https://tonamel.com/competition/KPUjr
https://photos.app.goo.gl/65ouWvkqWrnN2aJ77
https://tonamel.com/competition/GCV6K
https://photos.app.goo.gl/aKKmuiqPz2CHHMLq6
https://tonamel.com/competition/XI5gw
https://photos.app.goo.gl/BquMxL5aoS7SxJS47
https://tonamel.com/competition/appdU
https://photos.app.goo.gl/YqHWL13S8z7rtNxE9
https://tonamel.com/competition/RCwW8
https://photos.app.goo.gl/LzscN5e98NoZKe3p9
https://tonamel.com/competition/DnsS4
https://photos.app.goo.gl/2ymApZbRcwV877iA9
https://tonamel.com/competition/RARyh
https://photos.app.goo.gl/fZDeh3WmMwXsdzb77
https://tonamel.com/organize/EXOFe/competition/8vXOE
https://photos.app.goo.gl/b4Yr97wZam8pzish9
https://tonamel.com/competition/QqI93
https://photos.app.goo.gl/o2cnJP42jef4RoJJ8
https://photos.app.goo.gl/JvjKdZ7aacW8rBLX7
https://tonamel.com/competition/KLfEO
https://photos.app.goo.gl/i4eS3XnSt3RRL9eR9
https://tonamel.com/competition/9v1Q9
https://photos.app.goo.gl/FRDe6PswPk4AUaQ7A


国語⼤
学）

  

有段有級男子の

部  

 小太刀（有段）  B ⻑⾕川 雅
（関⻄外国語⼤学）  32points 前⽥⿓希

（近畿⼤学）  16points 野中翔
（⿓⾕⼤学）  8points

⽮倉匡
（個⼈参
加）

 
6points

  写真

小太刀（有級）  C 佐野貫太
（⿓⾕⼤学）  24points 楠瀬拓真

（⽴命館⼤學）  12points ⻄村祐也
（⿓⾕⼤学）  6points

川原翔悟
（⿓⾕⼤
学）

 
4points

  写真

 長剣フリー（有段）  B 市古憲⼀郎
（関⻄外国語⼤学）  32points 下夷⻯⽣

（宝塚医療⼤学）  16points ⻑⾕川 雅
（関⻄外国語⼤学）  8points

⽵本樹亜
（⼤阪体
育⼤学）

 
6points

  写真

　長剣フリー（有級）  C 佐野貫太
（⿓⾕⼤学）  24points 𠮷原有⼈（⽴命館⼤

學）  12points 真鍋憲史
（⿓⾕⼤学）  6points

川原翔悟
（⿓⾕⼤
学）

 
4points

  写真

　二刀（有段）  D
近藤寛徒
（摂南⼤学）  16points ⻑⾕川 雅

（関⻄外国語⼤学）  8points 市古憲⼀郎
（関⻄外国語⼤学）  4points

藤原叶多
（⼤阪体
育⼤学）

 
3points

  写真

 二刀（有級）  E ⻄村祐也
（⿓⾕⼤学）  12points 川原翔悟

（⿓⾕⼤学）  6points 佐野貫太
（⿓⾕⼤学）  3points

初井⿓太
朗（⿓⾕
⼤学）

 
2points

  写真

 長剣両手（有段）  D 野中翔
（⿓⾕⼤学）  16points 市古憲⼀郎

（関⻄外国語⼤学）  8points ⿊⽥健太
（佛教⼤学）  4points

⽶⽥泰芽
（⼤阪府
⽴⼤学）

 
3points

  写真

 長剣両手（有級）  E 市原亨紀
（⼤阪体育⼤学）  12point 筬島⼤貴

（個⼈参加）  6points 濱⽥恵⼤
（⼤⾕⼤学）  3point

初井⿓太
朗（⿓⾕
⼤学）

 
2points

  写真

 楯⼩太⼑（有段）  D 今井祥貴
（⼤阪産業⼤学）  16points ⻑⾕川 雅

（関⻄外国語⼤学）  8points 近藤寛徒
（摂南⼤学）  4points

⽶⽥麟太
郎（⼤阪
⼤学）

 
3points

 写真 

　楯小太刀（有級）  E 中村穂⾼
（⿓⾕⼤学）  12points ⽥染⿓

（⿓⾕⼤学）  6points ⼭岡勇輝
（⽴命館⼤學）  3points

星⼤地
（神⼾⼤
学）

 
2points

  写真

　楯長剣（有段）  D ⽵本樹亜
（⼤阪体育⼤学）  16points ⽶⽥泰芽

（⼤阪府⽴⼤学）  8points 千丸⼤葵
（⽴命館⼤學）  4points

下夷⻯⽣
（宝塚医
療⼤学）

 
3points

 写真 

 楯⻑剣（有級）  G ⻄岡諒
（個⼈参加）  6points 榎本莉久

（⿓⾕⼤学）  3points 筬島⼤貴
（個⼈参加）  1points

朝⽐奈仁
（佛教⼤
学）

    写真

短⼑  H 伴野明
（⽴命館⼤學）  4points 服部明

（⽴命館⼤學）  2points       写真

短槍  F 𠮷原有⼈
（⽴命館⼤學）  8points 前⽥⿓希

（近畿⼤学）  4points 楠瀬拓真
（⽴命館⼤學）  2points    写真

⻑槍  J 𠮷原有⼈
（⽴命館⼤學）  2points      写真

           
     ベスト8 ポイント獲得者      

 打突部⾨   
有段男⼦⼩太⼑  市古憲⼀郎

（関⻄外国語⼤学）
 4points  ⽵本樹亜

（⼤阪体育⼤学）
 4points  𠮷原有⼈

（⽴命館⼤學）
 4points

上代淳司
（佛教⼤
学）

 
4points

 

https://tonamel.com/competition/Nm5PL
https://photos.app.goo.gl/vQbsLNDAJiiH4R3v9
https://tonamel.com/competition/PWTjZ
https://photos.app.goo.gl/bWgPLCUahFMkZUvc6
https://tonamel.com/competition/nZWLP
https://photos.app.goo.gl/jM7DxAjktp3RSDEd7
https://tonamel.com/competition/LGbxr
https://photos.app.goo.gl/3QW1fsqYNARWByss9
https://tonamel.com/competition/3rlIA
https://photos.app.goo.gl/8L96yxc1eoHYeWEv6
https://tonamel.com/competition/hNE5v
https://photos.app.goo.gl/KciMTRB7fRDpwAdi6
https://tonamel.com/competition/cis5K
https://photos.app.goo.gl/mybnnXJdqXiwSeWT9
https://tonamel.com/competition/97R7Q
https://photos.app.goo.gl/TsjAV7gHP6zVnkP47
https://tonamel.com/competition/Tx8t8
https://photos.app.goo.gl/1v5PzLHRzPcnTqa27
https://tonamel.com/organize/EXOFe/competition/SZ7kZ
https://photos.app.goo.gl/HB3yFg5Tz6zvUZbN8
https://tonamel.com/competition/lWXjd
https://photos.app.goo.gl/dnozGWWd95DG4fNV8
https://tonamel.com/competition/AWb6a
https://photos.app.goo.gl/Mr5kD6zrQsA9ufFw9
https://photos.app.goo.gl/6TPPrHLws9rVAsUVA
https://photos.app.goo.gl/kLZZLMHoeE4mbsop8
https://photos.app.goo.gl/L6cSkvVZVGuVsBPg6


有段男⼦⻑剣フリー  前⽥⿓希
（近畿⼤学）

 4points ⾼橋⽞
（⼤阪⼤学）

 4points  ⽶⽥泰芽
（⼤阪府⽴⼤学）

 4points  宮川卓
（佛教⼤
学）

 
4points

 

 男⼦グランドチャンピオン戦⻄岡諒
（個⼈参加）  16points  近藤寛徒

（摂南⼤学）
 16points 𠮷原有⼈

（⽴命館⼤學）  16points
伴野明
（⽴命館
⼤學）

 
16points

 

 ⼥⼦グランドチャンピオン戦 梅⾕実和
（関⻄学院⼤学）

 16points  

 

男子団体戦 ⿓⾕⼤学 佛教⼤学 ⽴命館⼤學 写真

女子団体戦 ⿓⾕⼤学 写真

 

https://tonamel.com/competition/EwanL
https://photos.app.goo.gl/em1P8QdniGEWC63f6
https://photos.app.goo.gl/M22TDwjS6o8m6KM86

