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

一般 基本動作 １級 明治大学 野澤里菜 tc300 64 上智大学 山本蒼太 th129 32 明治大学 町田陸人 tc304 16 明治大学 日吉美咲 tc301 12

一般 基本動作 ２級 国士館大学 宮下裕貴 te128 24 専修大学 田中勇将 tg108 12 関東学院大学 野崎真央 tl010 6 明治大学 源田蒔優 tc287 4

一般 基本動作 ３級 明治大学 天田圭一 tc340 4 上智大学 横山華奈 th144 2 専修大学 三好遥大 tg113 1 #N/A #N/A

女子 小太刀 １級 國學院大學 吉良明莉 td157 32 明治大学 関和諒子 tc330 16 明治大学 板橋茉子 tc274 8フェリス女学院大学 神品里々花 je026 6

女子 小太刀 ２級 関東学院大学 野崎真央 tl010 24 明治大学 田古真穂 tc339 12 関東学院大学 三田彩翔 tl007 6 上智大学 田中音寧 th122 4

女子 小太刀 ３級 上智大学 勝股寧菜 th137 2 上智大学 吉野遥南 th143 1 #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 長剣Ｆ １級 明治大学 坂東春佳 tc317 16 國學院大學 吉良明莉 td157 8 明治大学 林亜弥 tc309 4 國學院大學 川島愛 td156 3

女子 長剣Ｆ ２級 日本女子大学 大用華 jc017 24 國學院大學 田中麻鼓 td168 12 上智大学 勝股寧菜 th137 6 上智大学 横山華奈 th144 4

女子 長剣Ｆ ３級 上智大学 荒谷理沙 th139 2 上智大学 春田櫻子 th136 1 #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 楯小太刀 全員 早稲田大学 小林朋佳 tb151 32 横浜国立大学 三治琴音 ti145 16 明治大学 林亜弥 tc309 8 日本女子大学 渡邊理沙 jc021 6

女子 長剣両手 全員 上智大学 冨田菜摘 th123 32 上智大学 武藤春香 th132 16 明治大学 福田桃佳 tc302 8 國學院大學 鈴木優奈 td161 6

女子 二刀 全員 明治大学 坂東春佳 tc317 32 明治大学 野澤里菜 tc300 16 國學院大學 吉良明莉 td157 8フェリス女学院大学 神品里々花 je026 6

女子 楯長剣 全員 明治大学 松田あずさ tc338 32 上智大学 横山華奈 th144 16 横浜国立大学 照屋志帆 ti148 8 昭和女子大学 大柴綾乃 ja030 6

女子 長槍 全員 フェリス女学院大学酒井雪花 je027 2 #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 tc293 32 早稲田大学 小岸廉 tb145 16 上智大学 杉本尚哉 th119 8 明治大学 久米希林 tc285 6

男子 小太刀 ２級 横浜国立大学 冨田拓人 ti149 24 國學院大學 武澤秀 td167 12 早稲田大学 森康介 tb163 6 慶応義塾大学 内田泉 z091 4

男子 小太刀 ３級 明治大学 木下智貴 tc342 8 専修大学 丸田大介 tg112 4 専修大学 岡本結人 tg100 2 国士館大学 棚澤洋人 te127 1

男子 長剣Ｆ １級 日本大学 吉村勇輝 tu005 32 明治大学 鈴木琉斗 tc293 16 明治大学 鈴木風太 tc292 8 國學院大學 佐々木聡大 td159 6

男子 長剣Ｆ ２級 早稲田大学 負門光 tb143 24 明治大学 須藤大志 tc294 12 早稲田大学 小瀬淳太朗 tb149 6 横浜国立大学 稲川開陸 ti141 4

男子 長剣Ｆ ３級 横浜国立大学 堀圭佑 ti151 8 明治大学 木下智貴 tc342 4 青山学院大学 中村駿人 ty006 2 国士館大学 棚澤洋人 te127 1

男子 楯小太刀 全員 國學院大學 新井晴喜 td152 64 國學院大學 佐々木聡大 td159 32 横浜国立大学 堀圭佑 ti151 16 早稲田大学 山岡京太 tb165 12

男子 長剣両手 全員 東京大学 冨山翔太 ta073 64 日本大学 吉村勇輝 tu005 32 上智大学 山本蒼太 th129 16 明治大学 町田陸人 tc304 12

男子 短刀 全員 國學院大學 小野仁頌 td155 8 明治大学 佐藤志哉 tc290 4 國學院大學 下田凌久 td160 2 明治大学 大内恵悟 tc278 1

男子 二刀 全員 明治大学 辻拓弥 tc296 64 國學院大學 高橋裕一 td165 32 日本大学 吉村勇輝 tu005 16 東洋大学 高尾祐希 tf057 12

男子 楯長剣 全員 国士館大学 宮下裕貴 te128 64 明治大学 鈴木風太 tc292 32 関東学院大学 菊澤直樹 tl017 16 横浜国立大学 稲川開陸 ti141 12

優勝 2位 ベスト4 ベスト4

男子 グランドチャンピオン戦有段・有級 國學院大學 小野仁頌 td155 64 日本大学 吉村勇輝 tu005 32 国士館大学 宮下裕貴 te128 16 明治大学 辻拓弥 tc296 16

女子 グランドチャンピオン戦有段・有級 明治大学 坂東春佳 tc317 128 日本女子大学 大用華 jc017 64 上智大学 冨田菜摘 th123 32 上智大学 勝股寧菜 th137 32


