
第７回スポーツチャンバラ近畿学生大会 成績表

会場: 草津市武道館

日時: 2021年11月14日

区分 段級区分 種目 優勝 準優勝 三位 敢闘賞 結果 表彰写真

一般 有段 基本動作 龍谷大学 野中翔 摂南大学 近藤寛徒 大阪経済大学 長谷川進 佛教大学 川崎愛実 https://tonamel.com/competition/SXULL/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/s5ovibzYayCbGkuV7

一般 有級 基本動作 嵯峨美術大学 辻涼佳 龍谷大学 標綾人 立命館大学 原有人 龍谷大学 阿部智裕 https://tonamel.com/competition/5LRKj/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/uogdTQdEaZcYN5jt8

女子 有段 小太刀 大谷大学 山口悠夏 佛教大学 川崎愛実 龍谷大学 星山美悠 龍谷大学 髙田智波 https://tonamel.com/competition/TWStS/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/21o8KSGrnhA9Ygi58

女子 有級 小太刀 京都産業大学 木村初音 京都産業大学 横山恵 関西外国語大学 本村孔乃 https://tonamel.com/competition/LEoD9/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/b77HZTHT9G2Khr677

女子 有段 長剣フリー 京都産業大学 横山恵 龍谷大学 星山美悠 佛教大学 川崎愛実 佛教大学 富田友貴 https://tonamel.com/competition/wgwr4/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/UhDBfmbEzBvUNchZA

女子 有級 長剣フリー 京都産業大学 木村初音 関西外国語大学 本村孔乃 https://tonamel.com/competition/AcEG3/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/o2aZ6Pj5KH2V3aRE9

女子 有段・有級 楯小太刀 大谷大学 山口悠夏 龍谷大学 星山美悠 佛教大学 富田友貴 龍谷大学 深美晴菜 https://tonamel.com/competition/r59yA/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/ir4sE3QDLryShHHg6

女子 有段・有級 長剣両手 佛教大学 川崎愛実 京都産業大学 木村初音 龍谷大学 髙田智波 関西外国語大学 本村孔乃 https://tonamel.com/competition/dIgbj/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/N9Rb36hKVpkYERC77

女子 有段・有級 二刀 大谷大学 山口悠夏 龍谷大学 髙田智波 佛教大学 川崎愛実 京都産業大学 横山恵 https://tonamel.com/competition/r9HUk/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/dNkLLP9QCdRLTn75A

女子 有段・有級 楯長剣 京都産業大学 木村初音 https://photos.app.goo.gl/YPFs1TmcKWdoQmBd9

男子 有段 小太刀 大阪工業大学 堀田直希 大阪産業大学 森祐希 近畿大学 前田龍希 関西外国語大学 長谷川雅 https://tonamel.com/competition/Aujpp/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/WQUUMXsdAD7Kh8ah8

男子 有級 小太刀 大阪大学 田苗汐裕 龍谷大学 勇上康太朗 京都産業大学 西岡諒 龍谷大学 阿部智裕 https://tonamel.com/competition/XByXU/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/GfJSZkcjg88A4sbV7

男子 有段 長剣フリー 流通科学大学 竹末琉生 立命館大学 田中雄太 近畿大学 堀田和希 龍谷大学 中村穂高 https://tonamel.com/competition/Se1AD/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/zNA1KfJQ1zzsDQNd9

男子 有級 長剣フリー 立命館大学 多々野遼 龍谷大学 松川遥 佛教大学 金城由明 大阪大学 坂田貴洋 https://tonamel.com/competition/4FUfh/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/gjYofJxweSYbBTam8

男子 有段 楯小太刀 関西外国語大学 長谷川雅 摂南大学 近藤寛徒 宝塚医療大学 下夷竜生 龍谷大学 中村穂高 https://tonamel.com/competition/jUMHW/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/eitwWMhcrdZtR7kU7

男子 有級 楯小太刀 佛教大学 植田翔天 龍谷大学 城間栄吾 龍谷大学 上田圭人 佛教大学 金城由明 https://tonamel.com/competition/fVoIv/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/MV9E3CiJiyVY6Chu9

男子 有段 長剣両手 龍谷大学 野中翔 大阪経済大学 長谷川進 関西外国語大学 市古憲一郎 龍谷大学 勇上康太朗 https://tonamel.com/competition/oWoZs/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/FnxGyLYnCfqdScis8

男子 有級 長剣両手 佛教大学 為則洸輔 大阪大学 田苗汐裕 大阪産業大学 森海斗 佛教大学 池田弦輝 https://tonamel.com/competition/XzXrz/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/VUQKFuA6jzpoDbQg9

男子 有段 短槍 立命館大学 原有人 立命館大学 楠瀬拓真 https://tonamel.com/competition/pG3Wo/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/w19bdC3WX92pUk7R9

男子 有段 二刀 関西外国語大学 市古憲一郎 近畿大学 前田龍希 大阪市立大学 金澤 瑚大朗 大阪経済大学 長谷川進 https://tonamel.com/competition/Ou1Az/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/UzAphoGPgvSdq4DMA

男子 有級 二刀 大阪大学 能登樹 龍谷大学 阿部智裕 大阪産業大学 森海斗 大阪大学 望月梧生 https://tonamel.com/competition/yWYPg/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/XjZ2UtRvChfabFQA6

男子 有段 楯長剣 関西外国語大学 長谷川雅 大阪体育大学 藤原叶多 立命館大学 山岡勇輝 立命館大学 楠瀬拓真 https://tonamel.com/competition/BNlA3/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/wmqN1Ti9h6jifau86

男子 有級 楯長剣 龍谷大学 上田圭人 立命館大学 田中雄太 https://tonamel.com/competition/HlAUL/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/rQnESRwP2A3M33Rz7

男子 有段・有級 長槍 大阪大学 今林武志 https://photos.app.goo.gl/ZR1efUD6iRVzr7oE8

新人 基本動作 京都産業大学 大村瑞希 大阪大学 河中孔明 大阪大学 小林美月 龍谷大学 平野さと https://tonamel.com/competition/QnKVC/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/AxQXupXXsA7rX6Ya6

新人女子 小太刀 京都産業大学 大村瑞希 龍谷大学 平野さと 大阪大学 小林美月 龍谷大学 川中梨緒 https://tonamel.com/competition/dz4xt/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/PcDS74ckuAqLqQ9D9

新人女子 長剣フリー 京都産業大学 大村瑞希 龍谷大学 平野さと 大阪大学 小林美月 佛教大学 野田桃花 https://tonamel.com/competition/ye1fH/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/jnAGehLjiQYWVRTR9

新人女子 楯小太刀 大阪大学 小林美月 龍谷大学 平野さと https://tonamel.com/competition/sw9Rr/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/Wnfm73oUUvh7jKKe8

新人女子 長剣両手 佛教大学 野田桃花 https://photos.app.goo.gl/A1VMqvCJ8CLjAZtL7

新人女子 楯長剣 大阪大学 小林美月 龍谷大学 平野さと https://tonamel.com/competition/G0lkC/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/Hj3PakoVtccUWYs67

新人男子 小太刀 大阪大学 角谷耕太郎 京都産業大学 井上晃輔 大阪大学 長江理広 大谷大学 久米佑磨 https://tonamel.com/competition/KL8Za/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/Mq2yDhNMbeBjtbPd6

新人男子 長剣フリー 佛教大学 木村昴 龍谷大学 堀友樹 京都産業大学 山盛彪馬 龍谷大学 西谷凪紗 https://tonamel.com/competition/1PgBX/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/6FyQufSkpcwNkcJn6

新人男子 楯小太刀 大谷大学 久米佑磨 佛教大学 木村昴 大阪産業大学 澤田宗樹 大阪産業大学 辻本達歩 https://tonamel.com/competition/LB5vR/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/Zu4UW85gyW8ZxGNY9

新人男子 長剣両手 京都産業大学 中島巧貴 京都産業大学 加藤巧真 龍谷大学 堀友樹 龍谷大学 李柯汗 https://tonamel.com/competition/c8ms0/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/nEMVEbSF9sLbeXzr7

新人男子 二刀 龍谷大学 西谷凪紗 大阪大学 皆川幸太 龍谷大学 白井隆雅 大阪大学 角谷耕太郎 https://tonamel.com/competition/NguIz/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/pH3g6o7TZawjeCmX6

新人男子 楯長剣 佛教大学 木村昴 大谷大学 久米佑磨 京都産業大学 井上晃輔 京都産業大学 垣本颯星 https://tonamel.com/competition/4s4ev/tournamenthttps://photos.app.goo.gl/QSZxCLSh1CjVu6Lz7

新人男子 長巻 大阪大学 河中孔明 https://photos.app.goo.gl/izhKuBUwyi6xMoam6

男子 有段・有級 グランドチャンピオン戦 関西外国語大学 市古憲一郎 関西外国語大学 長谷川雅 流通科学大学 竹末琉生 立命館大学 原有人 https://photos.app.goo.gl/YYRh3ceJsw6X88CY7

女子 有段・有級 グランドチャンピオン戦 佛教大学 川崎愛実 京都産業大学 横山恵 大谷大学 山口悠夏 京都産業大学 木村初音 https://photos.app.goo.gl/sUfg1KUyuyrBiYE87

新人男子 グランドチャンピオン戦 龍谷大学 西谷凪紗 佛教大学 木村昴 大阪大学 角谷耕太郎 大阪大学 河中孔明 https://photos.app.goo.gl/ZuWeHA1gDtSkW8tDA

新人女子 グランドチャンピオン戦 京都産業大学 大村瑞希 大阪大学 小林美月 佛教大学 野田桃花 https://photos.app.goo.gl/ApDSFMV5a8cu2jtG7


