
第15回 スポーツチャンバラ関西・北陸学生大会
主催 一般社団法人日本スポーツチャンバラ学生連盟

日時 令和4年8月28日

会場 久御山町総合体育館

種別 種目 段級 大学（優勝） 氏名（優勝） 選手番号 大学（準優勝） 氏名（準優勝） 選手番号 大学（3位） 氏名(3位) 選手番号 大学（4位） 氏名(4位） 選手番号

一般 基本動作 新人 龍谷大学 竹原勇太 kl091 大阪大学 北澤善 ka069 大阪大学 水谷絢 ka067 立命館大学 安藤倖次朗 kd071

一般 基本動作 有級 京都産業大学 大村瑞希 ke046 大阪大学 小林美月 ka054 大阪大学 今林武志 ka048 京都産業大学 横山恵 z103

一般 基本動作 有段 大阪経済大学 長谷川進 z100 大阪工業大学 堀田直希 z096 常磐会学園大学 櫻井大輝 z093 大阪体育大学 藤原叶多 kg021

女子 二刀 有段・有級 大谷大学 山口悠夏 kb054 京都産業大学 横山恵 z103 京都産業大学 大村瑞希 ke046 龍谷大学 髙田智波 kl052

女子 楯長剣 有段・有級 神戸女子大学 藤原あず希 z113 龍谷大学 星山美悠 kl029 京都産業大学 木村初音 ke036 龍谷大学 平野さと kl061

女子 小太刀 新人 京都産業大学 金森千優貴 ke090 佛教大学 吹上晴美 kc113 大阪大学 岩津歩佳 ka074 京都産業大学 濱口菜々乃 ke089

女子 小太刀 有級 佛教大学 上澤楓 kc101 京都産業大学 大村瑞希 ke046 佛教大学 野田桃花 kc106

女子 小太刀 有段 大谷大学 山口悠夏 kb054 龍谷大学 髙田智波 kl052 嵯峨美術大学 辻涼佳 z077 京都産業大学 横山恵 z103
女子 長剣Ｆ 新人 大阪大学 岩津歩佳 ka074 大阪大学 水谷絢 ka067 大阪大学 村部晶紀 ka065 京都産業大学 長島実咲 ke086

女子 長剣Ｆ 有級 京都産業大学 大村瑞希 ke046 佛教大学 野田桃花 kc106 龍谷大学 平野さと kl061

女子 長剣Ｆ 有段 神戸女子大学 藤原あず希 z113 京都産業大学 横山恵 z103 大谷大学 山口悠夏 kb054 京都産業大学 木村初音 ke036
女子 長剣両手 有段・有級 佛教大学 上澤楓 kc101 龍谷大学 髙田智波 kl052 京都産業大学 大村瑞希 ke046 龍谷大学 平野さと kl061

女子 楯小太刀 有段・有級 神戸女子大学 藤原あず希 z113 龍谷大学 星山美悠 kl029 大谷大学 山口悠夏 kb054 京都産業大学 福永陽子 ke053

女子 グランドチャンピオン戦 有段・有級 神戸女子大学 藤原あず希 z113 大谷大学 山口悠夏 kb054 大阪大学 小林美月 ka054 佛教大学 上澤楓 kc101

男子 小太刀 新人 大阪大学 横山倫太郎 ka062 龍谷大学 赤井良唯 kl086 龍谷大学 小室伸介 kl074 京都産業大学 小林知暉 ke102

男子 小太刀 ２級以下 大阪大学 皆川幸太 ka055 龍谷大学 西谷凪紗 kl062 京都産業大学 中島巧貴 ke052 京都産業大学 志尾陽章 ke060

男子 小太刀 １級 龍谷大学 榎本莉久 kl044 大阪大学 今林武志 ka048 龍谷大学 村山達哉 kl043

男子 小太刀 有段 大阪工業大学 堀田直希 z096 近畿大学 堀田和希 kn015 京都産業大学 矢倉匡 ke042 大谷大学 岩崎誉 kb056

男子 長剣Ｆ 新人 京都産業大学 岩本啓吾 ke079 京都産業大学 藤原大輝 ke080 龍谷大学 小室伸介 kl074 立命館大学 貞弘颯太郎 kd081

男子 長剣Ｆ ２級以下 大阪大学 皆川幸太 ka055 大阪産業大学 辻元悠亮 kh034 京都産業大学 山盛彪馬 ke058 京都産業大学 中島巧貴 ke052

男子 長剣Ｆ １級 大谷大学 岩崎誉 kb056 龍谷大学 勇上康太朗 kl051 京都産業大学 西岡諒 ke029 龍谷大学 村山達哉 kl043

男子 長剣Ｆ 有段 大阪経済大学 長谷川進 z100 龍谷大学 野中翔 kl026 大阪工業大学 堀田直希 z096 龍谷大学 榎本莉久 kl044

男子 長剣両手 有級 龍谷大学 西谷凪紗 kl062 京都産業大学 中島巧貴 ke052 京都産業大学 田中亮 ke050 京都産業大学 鈴木眞人 ke065
男子 長剣両手 有段 大阪経済大学 長谷川進 z100 龍谷大学 野中翔 kl026 龍谷大学 勇上康太朗 kl051 龍谷大学 阿部智裕 kl054
男子 短刀 有段・有級 大阪大学 皆川幸太 ka055

男子 短槍 有段・有級 立命館大学 原有人 kd054

男子 楯小太刀 有級 京都産業大学 山盛彪馬 ke058 龍谷大学 榎本莉久 kl044 立命館大学 大平介翔 kd061 大阪産業大学 辻元悠亮 kh034

男子 楯小太刀 有段 大阪教育大学 藤原唯人 z095 近畿大学 堀田和希 kn015 常磐会学園大学 櫻井大輝 z093 大阪工業大学 堀田直希 z096

男子 二刀 有級 龍谷大学 堀友樹 kl069 京都産業大学 田中亮 ke050 大阪大学 皆川幸太 ka055 龍谷大学 西谷凪紗 kl062

男子 二刀 有段 龍谷大学 野中翔 kl026 大阪経済大学 長谷川進 z100 大谷大学 岩崎誉 kb056 大阪産業大学 森海斗 kh030

男子 長槍 有段・有級 立命館大学 原有人 kd054 大阪大学 今林武志 ka048

男子 長巻 有段・有級 大阪大学 河中孔明 ka050

男子 楯長剣 有級 立命館大学 大平介翔 kd061 京都産業大学 志尾陽章 ke060 龍谷大学 初井龍太朗 kl034 大阪産業大学 辻元悠亮 kh034

男子 楯長剣 有段 京都産業大学 矢倉匡 ke042 大阪工業大学 堀田直希 z096 立命館大学 山岡勇輝 kd052 龍谷大学 榎本莉久 kl044

男子 グランドチャンピオン戦 有段・有級 龍谷大学 野中翔 kl026 大阪経済大学 長谷川進 z100 大阪大学 河中孔明 ka050 立命館大学 原有人 kd054


