
第27回スポーツチャンバラ関東学生選手権大会

会場 台東リバーサイドスポーツセンター

日時 2022年7月3日
主催 一般社団法人日本スポーツチャンバラ学生連盟

優勝 準優勝 3位 4位
種別 種目 段級 大学 氏名 大学 氏名 大学 氏名 大学 氏名 トーナメント 表彰写真

一般 基本動作 １級 國學院大學 宮之前琉花 日本大学 吉村勇輝 国士館大学 宮下裕貴 専修大学 川名隆斗 https://tonamel.com/competition/3ki6B https://photos.app.goo.gl/VkK1Lms5PXp2BBQo6

一般 基本動作 ２級 フェリス女学院大学 酒井雪花 明治大学 豊間根志築 上智大学 横山華奈 専修大学 田中勇将 https://tonamel.com/competition/Eh4yt https://photos.app.goo.gl/P21vcepbT3QxTLoC9

一般 基本動作 ３級以下 明治大学 大内恵悟 専修大学 向山尊 https://tonamel.com/competition/tlDqn https://photos.app.goo.gl/X8r4DTQ8ZVGyYCon8

一般 基本動作 有段 東京電機大学 桐生朋哉 専修大学 伊藤紗良 國學院大學 加藤知大 明治大学 里井隼飛 https://tonamel.com/competition/uHX1h https://photos.app.goo.gl/D2Uee2YCrZ1MS3JA9

女子 棒 有段・有級 常葉大学 大原里久 日本女子大学 栗原悠里 https://photos.app.goo.gl/N7xFPJ2v19aDEKBW8

女子 二刀 ２級以下 明治大学 坂東春佳 明治大学 板橋茉子 横浜国立大学 三治琴音 明治大学 野澤里菜 https://tonamel.com/competition/IdWFX https://photos.app.goo.gl/7zXadCQCVin2HFwT7

女子 二刀 有段 共立女子大学 碓氷愛弥乃 早稲田大学 山下和可奈 明治大学 住田さくら 法政大学 齋藤夏音 https://tonamel.com/competition/4hAE9 https://photos.app.goo.gl/hCpjwipfYK8f2f2w5

女子 長槍 有段・有級 國學院大學 海保亜美 國學院大學 川島愛 https://photos.app.goo.gl/rkpi3YJbJjyZGvvS7

女子 長巻 有段・有級 フェリス女学院大学 佐々木江梨子 https://photos.app.goo.gl/CkHkss8bxVxMWuuP7

女子 楯長剣 １級 東京女子大学 安藤優美 國學院大學 森嶋千晶 東京女子大学 舟田桃子 https://tonamel.com/competition/j2S2Z https://photos.app.goo.gl/QJXBASqjqt4eLAtp7

女子 楯長剣 ２級以下 フェリス女学院大学 田中莉紗 関東学院大学 野崎真央 明治大学 板橋茉子 法政大学 津田梓 https://tonamel.com/competition/Z9XfF https://photos.app.goo.gl/z9iYNen3BVYxkGwB6

女子 楯長剣 有段 早稲田大学 山田千恵理 明治大学 和久井七海 早稲田大学 多屋友布里 https://tonamel.com/competition/aBfnt https://photos.app.goo.gl/PdUSPhNPNmiJ1rtV7

女子 小太刀 １級 横浜国立大学 照屋志帆 國學院大學 粂田萌望 國學院大學 吉良明莉 國學院大學 川島愛 https://tonamel.com/competition/z33Yr https://photos.app.goo.gl/MZhvL6zGmbym8KCx9

女子 小太刀 ２級 専修大学 伊藤紗良 明治大学 源田蒔優 関東学院大学 野崎真央 明治大学 大西真由梨 https://tonamel.com/competition/mZcsD https://photos.app.goo.gl/uf1nZFWJpcuT6TnB6

女子 小太刀 ３級以下 お茶の水女子大学 和田里佳子 上智大学 春田櫻子 https://photos.app.goo.gl/FyZgiqPvdV5gW1sL7

女子 小太刀 有段 明治大学 住田さくら 共立女子大学 碓氷愛弥乃 明治大学 佐藤由惟 明治大学 和久井七海 https://tonamel.com/competition/84PrU https://photos.app.goo.gl/uPKerBwbDLoZfout6

女子 長剣Ｆ １級 明治大学 坂東春佳 明治大学 野澤里菜 明治大学 関和諒子 明治大学 板橋茉子 https://tonamel.com/competition/Vntlr https://photos.app.goo.gl/wfzXknyBGv4A89mP9

女子 長剣Ｆ ２級 フェリス女学院大学 田中莉紗 法政大学 津田梓 日本女子大学 渡邊理沙 上智大学 勝股寧菜 https://tonamel.com/competition/cQd1U https://photos.app.goo.gl/FRtnRt5TV3mysfDi7

女子 長剣Ｆ ３級以下 上智大学 井野桜 白百合女子大学 竹内若奈 https://tonamel.com/competition/i0I45 https://photos.app.goo.gl/BUqBfjDiV5aqPEMr7

女子 長剣Ｆ 有段 早稲田大学 山下和可奈 明治大学 和久井七海 昭和女子大学 丸山恵梨子 明治大学 古屋真梨花 https://tonamel.com/competition/RoAQs https://photos.app.goo.gl/uAfobycd6BW49yJS6

女子 長剣両手 １級 東京女子大学 浜口実歩 東京女子大学 梅岡凜 https://photos.app.goo.gl/KN6E68HUjoD8viNj6

女子 長剣両手 ２級以下 上智大学 冨田菜摘 明治大学 坂東春佳 明治大学 板橋茉子 上智大学 横山華奈 https://tonamel.com/competition/1XV1b https://photos.app.goo.gl/zcyySmG17mU1Lh639

女子 長剣両手 有段 昭和女子大学 丸山恵梨子 國學院大學 小川怜奈 法政大学 齋藤夏音 明治大学 古屋真梨花 https://tonamel.com/competition/bL41H https://photos.app.goo.gl/9garsAUbUU5wYxjWA

女子 短刀 有段・有級 常葉大学 大原里久 國學院大學 海保亜美 https://photos.app.goo.gl/nfwnRyMjzkH4NTjt6

女子 楯小太刀 １級 國學院大學 宮之前琉花 東京女子大学 舟田桃子 https://photos.app.goo.gl/G4cEyxxNWbZSovBs9

女子 楯小太刀 ２級以下 東京家政大学 栗山桃佳 フェリス女学院大学 神品里々花 上智大学 井野桜 明治大学 源田蒔優 https://tonamel.com/competition/4R26W https://photos.app.goo.gl/Po34Uv1SnSF46tVT7

女子 楯小太刀 有段 専修大学 伊藤紗良 日本女子大学 栗原悠里 共立女子大学 碓氷愛弥乃 フェリス女学院大学 廣居真希 https://tonamel.com/competition/6MZBs https://photos.app.goo.gl/4QLhQQtaJorfvG6E8

女子 グランドチャンピオン戦 有段・有級 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 小太刀 １級 明治大学 鈴木琉斗 法政大学 佐藤潤 國學院大學 佐々木聡大 日本大学 平野歩夢 https://tonamel.com/competition/2GztM https://photos.app.goo.gl/eRcJULh3k22BNUXF7

男子 小太刀 ２級 明治大学 豊間根志築 明治大学 倉前　健伸 専修大学 和氣洋志 國學院大學 松本大和 https://tonamel.com/competition/qUjOK https://photos.app.goo.gl/Ad3Rc3aMHmyqeGe29

男子 小太刀 ３級以下 明治大学 木下智貴 国士館大学 棚澤洋人 明治大学 大内恵悟 https://tonamel.com/competition/ANIks https://photos.app.goo.gl/ygVumM1ft7Kc159U8

男子 小太刀 有段 国士館大学 大竹柊生 國學院大學 加藤知大 東京工科大学 横山樹 明治大学 里井隼飛 https://tonamel.com/competition/FPpMx https://photos.app.goo.gl/roNoYtXU488jTTDbA

男子 長剣Ｆ １級 専修大学 田口優斗 法政大学 大塚悠生 國學院大學 松崎良音 明治大学 片桐吉之典 https://tonamel.com/competition/lHk00 https://photos.app.goo.gl/9so7gf1Jotswwndw7

男子 長剣Ｆ ２級 東洋大学 溝口直柔 横浜国立大学 米田悠人 東洋大学 片桐伊吹 東京大学 冨山翔太 https://tonamel.com/competition/Zbb5c https://photos.app.goo.gl/eh8Cdt5XDniDSDSb6

男子 長剣Ｆ ３級以下 青山学院大学 中村駿人 横浜国立大学 堀圭佑 早稲田大学 越智翔一朗 専修大学 大庭伸之輔 https://tonamel.com/competition/FwP0T https://photos.app.goo.gl/mb2Vg2krXJRrpL3w6

男子 長剣Ｆ 有段 東京工科大学 横山樹 明治大学 中野拓哉 國學院大學 加藤知大 東洋大学 原科圭汰 https://tonamel.com/competition/00i7p https://photos.app.goo.gl/rm2rFjHuL6x4dckS6

男子 長剣両手 １級 法政大学 大塚悠生 法政大学 山口葉 青山学院大学 炭田夏寿 立教大学 清水大雅 https://tonamel.com/competition/ZnotQ https://photos.app.goo.gl/H6bSRCai6QkfC6748

男子 長剣両手 ２級以下 専修大学 岡本結人 明治大学 鈴木琉斗 上智大学 山本蒼太 明治大学 久米希林 https://tonamel.com/competition/wHfJL https://photos.app.goo.gl/ex3w146Kk4hABoAdA

男子 長剣両手 有段 國學院大學 渡部隼也 明治大学 中野拓哉 明治大学 照屋翔琉 日本大学 笹本康太朗 https://tonamel.com/competition/s6HEu https://photos.app.goo.gl/yBgqueU9siPkrMuF6

男子 短刀 有段 常葉大学 柴滉平 早稲田大学 泉輝紀 國學院大學 林矢真斗 https://tonamel.com/competition/Z4QvB https://photos.app.goo.gl/17aUwyR2JiJqD7zd7

男子 短槍 有段 明治大学 毛保海晴 工学院大学 栗原眞人 https://photos.app.goo.gl/6kEG1wRpWMVwGgWM8

男子 楯小太刀 １級 明治大学 鈴木風太 明治大学 片桐吉之典 国士館大学 宮下裕貴 横浜国立大学 松井秀赳 https://tonamel.com/competition/roCqA https://photos.app.goo.gl/M2Wjf5vRtbckrkJ8A

男子 楯小太刀 ２級以下 関東学院大学 菊澤直樹 國學院大學 下田凌久 横浜国立大学 横尾学人 國學院大學 新井晴喜 https://tonamel.com/competition/pvZ2n https://photos.app.goo.gl/HpDo9Qq6HmG5NyKk7

男子 楯小太刀 有段 東洋大学 原科圭汰 明治大学 今井崇晶 上智大学 和田城太朗 明治大学 諏訪部辰哉 https://tonamel.com/competition/rNqAB https://photos.app.goo.gl/VdXdwF1QV1Gontnn7

男子 棒 有段・有級 日本大学 平野歩夢 青山学院大学 炭田夏寿 明治大学 日高一星 明治大学 遠藤柊太 https://tonamel.com/competition/0iI5f https://photos.app.goo.gl/9oe54K3jTrQjtBmV9

男子 二刀 １級 上智大学 三輪康介 立教大学 清水大雅 関東学院大学 河野開斗 https://tonamel.com/competition/X15mS https://photos.app.goo.gl/zzBt56FGJaUCCW236

男子 二刀 ２級以下 早稲田大学 負門光 上智大学 山本蒼太 明治大学 町田陸人 國學院大學 高橋裕一 https://tonamel.com/competition/U53sj https://photos.app.goo.gl/qPuzNenR3msEdDbbA

男子 二刀 有段 日本大学 竹田圭佑 明治大学 里井隼飛 國學院大學 加藤知大 國學院大學 白井涼 https://tonamel.com/competition/h8IbG https://photos.app.goo.gl/pbzSsSYACpC4V3LNA

男子 長槍 有段・有級 東京電機大学 桐生朋哉 明治大学 田澤宏和 工学院大学 栗原眞人 https://tonamel.com/competition/ewzYy https://photos.app.goo.gl/qkZTu7HMK3NkYPzd6

男子 長巻 有段・有級 法政大学 岩佐紘佑 青山学院大学 小峰隼 https://tonamel.com/competition/ttJbH https://photos.app.goo.gl/FpNqT6peW38KWwL96

男子 楯長剣 １級 法政大学 前川優輝 國學院大學 藤井龍汰 法政大学 佐藤潤 国士館大学 宮下裕貴 https://tonamel.com/competition/aYJav https://photos.app.goo.gl/4HCk1e4cDdQuwbby6

男子 楯長剣 ２級以下 國學院大學 新井晴喜 上智大学 橋本幸之介 関東学院大学 菊澤直樹 青山学院大学 中村駿人 https://tonamel.com/competition/PLgcK https://photos.app.goo.gl/md5jdrmkGmMPoJx48

男子 楯長剣 有段 東洋大学 原科圭汰 明治大学 今井崇晶 明治大学 中野拓哉 早稲田大学 泉輝紀 https://tonamel.com/competition/Qf2VZ https://photos.app.goo.gl/LXnz53KkxKskSsAX7

男子 グランドチャンピオン戦 有段・有級 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A


