
２０１７年（第２４回）全⽇本学⽣⼤会結果 

本⼤会は、スポーツ振興基⾦の助成を受けて実施しています。

※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  
有段男子総合 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 写真

有段女子総合 福本あかり（東洋⼤学） 写真

 新人男子総合 ⼭村知暉（横浜国⽴⼤学） 写真

 新人女子総合 ⼊澤奈都（明治⼤学） 写真

 
優勝 準優勝 ３位 敢闘賞（４位）  

基本動作（有段） 佐々⽊晟⼈（関⻄学院⼤） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 細川千利（⼤阪体育⼤） ⻑⾕川雛（近畿⼤学） 写真
基本動作（有級） 橋本拓哉（⼤阪体育⼤） ⼭⼝千尋（明治⼤） 中澤朋⾹（⼤⾕⼤） 江⼝朋希（松陰⼤） 写真
基本動作（新⼈） 渡瀬航⼤（横浜国⽴⼤） ⾦⼦芳⼤（明治⼤学） 伊藤万裕（明治⼤学） ⼩寺友博（明治⼤学） 写真

 

男子新人の部     

小太刀 森祐希（⼤阪産業⼤） 岩舘涼太（専修⼤学） 紅林雅之（明治⼤学） 外⽊公⼤（明治⼤学） 写真
長剣フリー ⼭村知暉（横浜国⽴⼤） ⼩泉泰智（早稲⽥⼤学） 関根太⼀（法政⼤学） 堀⼝将吾（⼤阪産業⼤） 写真
⻑剣両⼿ ⽦⽥捷（早稲⽥⼤学） ⼭⽥直哉（⼤阪体育⼤） 堀⼝将吾（⼤阪産業⼤） 深江歩（宮崎⼤学） 写真
楯⼩太⼑ ⼭⼝雄⼤（⽴命館⼤学） 真鍋裕介（東京⼤学） 豊⽥塁（上智⼤学） 武藤圭吾（⾦沢⼤学） 写真
短⼑ 中森唯⽃（横浜国⽴⼤） 河合響（明治⼤学） ⽯川真空（宮城⼤学） 茂⽊勝海（明治⼤学） 写真 
短槍 河原瑠我（明治⼤学） 岩舘涼太（専修⼤学）   写真
二刀 ⽦⽥捷（早稲⽥⼤学） ⽩崎薫(⼤阪産業⼤学) 渡邊幸太郎（国⼠舘⼤学） 須藤峻正（明治⼤学） 写真
楯⻑剣 堀⼝将吾（⼤阪産業⼤学） 徳原彰⾺（早稲⽥⼤学） 宮川卓（佛教⼤学） ⽯倉玲雄（国⼠舘⼤学） 写真
⻑物 岩舘涼太（専修⼤学） 伊藤瑞貴（明治⼤学） 関⼝将貴（北海道⼤学） 宍倉海（国⼠舘⼤学） 写真

       

⼥⼦新⼈の部       

小太刀 安達知泉（明治⼤学） 川上紗英（⽴命館⼤学） 越光詩織（国⼠舘⼤学） ⼩野寺明⽇⾹（⽴命館⼤） 写真
長剣フリー 神⾺菜那（横浜国⽴⼤学） 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤） ⾶岡瑞⽊（東京⼥⼦⼤） 写真
⻑剣両⼿ ⽐嘉茉莉亜（國學院⼤學） 徳永帆南（専修⼤学） 村⽥萌瑛（早稲⽥⼤学） 中村七海（東京家政⼤） 写真
楯⼩太⼑ ⾒原優希（常葉⼤学） 椎美由紀 （法政⼤学） 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） 向美⾹（上智⼤学） 写真
短⼑ ⽥中瑞華（フェリス⼥学院⼤学） ⼩野寺明⽇⾹（⽴命館⼤） ⾶岡瑞⽊（東京⼥⼦⼤学） 松⽊友⾹（明治⼤学） 写真
楯⻑剣 岸理奈（昭和⼥⼦⼤学） 松⽊友⾹（明治⼤学） 磯部由紀乃（上智⼤学） ⾕上可野（北海道⼤） 写真
⼆⼑ 今井祥乃（⿓⾕⼤学）  伊藤万裕（明治⼤学） 松村乃亜（上智⼤学） ⻲⼭美⽣（昭和⼥⼦⼤） 写真
⻑物 ⼊澤奈都（明治⼤学）    写真

       
男子有段の部   小太刀（有段） 岩⽥晃和（松⼭⼤学） 秋⼭俊太（東京⼤学） 佐藤隆⼆（明治⼤学） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 写真

小太刀（有級） 坂根悠⽃（佛教⼤） 浦島唯（國學院⼤） ⼭⼝千尋（明治⼤） 野村優弥（岡⼭⼤） 写真
長剣フリー（有段） 藤⽥英之（成蹊⼤学） 沼上耀⼀郎（明治⼤学） ⼟⽥周治（東京⼯業⼤学） ⻄川慧（国⼠舘⼤学） 写真
長剣フリー（有級） ⾼村明宏（専修⼤） ⼤浦宣晃（国⼠館⼤） 三澤陸⽃（國學院⼤） 下司直也（⼤⾕⼤） 写真
楯小太刀（有段） 曽根⽥渉（明治⼤学） ⼋⽥勇祐（國學院⼤學） ⻄川慧（国⼠舘⼤学） 冨⽥剛弘（國學院⼤學） 写真
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楯小太刀（有級） 浦島唯（國學院⼤） 神⼾慧⼠（國學院⼤） 佐藤知樹（明治⼤） 河⻄渉（明治⼤） 写真
長剣両手（有段） 加藤広也（⾼知⼤学） 依⽥純太（流通科学⼤学） ⽮倉史也（関⻄福祉科学⼤学） 中筋健⼈（早稲⽥⼤学） 写真
長剣両手（有級） 吉澤壮起（國學院⼤） 橋本拓哉（⼤阪体育⼤） 峠敬太（明治⼤） 及川浩輝（國學院⼤） 写真
短刀 浜⽥陸海（⼤阪産業⼤学） 甲斐翔太（國學院⼤學） ⽒家章雄（明治⼤学） 花園翔太（明治⼤学） 写真
短槍 原科太⼀（横浜国⽴⼤学）    写真
楯⻑剣（有段） 原科太⼀（横浜国⽴⼤学） 曽根⽥渉（明治⼤学）  ⽥中⼒（佛教⼤学） 前⽥賢吾（⽴命館⼤学） 写真
楯⻑剣（有級） ⾼澤朋之（國學院⼤） 李孝範（横浜国⼤） 神⼾慧⼠（國學院⼤） 橋本拓哉（⼤阪体育⼤） 写真
⼆⼑（有段） 武井裕哉（国⼠舘⼤学） 依⽥純太（流通経済⼤学） 五島優（国⼠舘⼤学） ⿊井創太（北海道⼤学） 写真
⼆⼑（有級） ⿊崎渓（佛教⼤） 下司直也（⼤⾕⼤） 郡家正明（横浜薬科⼤） ⽶⽥麟太郎（⼤阪⼤） 写真
⻑物 ⾨脇⾼空（⼤阪産業⼤学） 加藤⿓彦（国⼠舘⼤学） ⼩笠原和真（常葉⼤学） 斎藤豪太（國學院⼤學） 写真

  

女子有段の部 

小太刀（有段） 東間春佳（⽇本⼥⼦⼤） ⼩⾕沙耶佳（佛教⼤学） 富岡由梨（明治⼤学） 坂牧りさ（横浜国⽴⼤） 写真
小太刀（有級） 森こず江（国⼠舘⼤） 為国花菜（早稲⽥⼤） 橋澤菜摘（佛教⼤） ⽵中希実（佛教⼤） 写真
長剣フリー（有段） 荒尾梨乃（姫路獨協⼤） 富岡由梨（明治⼤学） ⼩⾕沙耶佳（佛教⼤学） 林紫薇（明治⼤学） 写真
長剣フリー（有級） ⻑澤悠莉（佛教⼤） 為国花菜（早稲⽥⼤） 平尾千佳（北海道⼤） 永野⾥沙（宮崎⼤） 写真
⻑剣両⼿ 梅澤芽以（フェリス⼥学院⼤） 海氣奈那⼦（フェリス⼥学院⼤） 中作優⾥佳（⽩百合⼥⼦⼤） 橋本花菜（佛教⼤学） 写真
楯⼩太⼑ 富岡由梨（明治⼤学） ⽮都⽊知可⼦（明治⼤学） 森こず江（国⼠舘⼤学） 坂牧りさ（横浜国⽴学） 写真
短⼑短槍 畑千遥（昭和⼥⼦⼤学） 船⼭聖奈（明治⼤学） 芝⼭裕⼦（國學院⼤學） 為国花菜（早稲⽥⼤） 写真
⼆⼑⻑槍 福本あかり（東洋⼤学） 清野杜⽣⼦（弘前⼤学） 船⼭聖奈（明治⼤学） ⼩泉尚央（北海道⼤） 写真
楯⻑剣 ⼩⾕沙耶佳（佛教⼤学） 富岡由梨（明治⼤学） ⽥中美紗季（⽩百合⼥⼦⼤） 坂牧りさ（横浜国⽴⼤） 写真

 

男子団体戦 国⼠舘⼤学 横浜国⽴⼤学 ⼤阪産業⼤学 明治⼤学 写真

女子団体戦 佛教⼤学 ⽩百合⼥⼦⼤学 ⾼知⼤学 明治⼤学 写真

参加⼈数 新⼈男⼦１９３名 新⼈⼥⼦６５名 有段男⼦２０５名 有段⼥⼦６３名 合計５２６名

    総合優勝者の選定につき，各種⽬優勝者によるグランドチャンピオン戦を実施。
    グランドチャンピオン戦出場資格は、段所有者のみ。
    グランドチャンピオン戦においては、より多数回優勝している者，
    より参加⼈数の多い種⽬で優勝している者を
    トーナメントにおいて有利に配点する。
    各種⽬は原則段級別とする。
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    新⼈⼥⼦・新⼈男⼦・有段⼥⼦・有段男⼦はすべて独⽴進⾏。 
    ①⻑剣両⼿・楯⼩太⼑・短⼑，②⼆⼑・楯⻑剣・⻑物からそれぞれ⼀つずつ選択する。

     団体戦は１チーム３⼈ 各⼤学１チームまで参加可能。
     ただし、２⼈で参加している⼤学のみ、２⼈での団体戦出場を認める。

 


