
 

第１回東京六大学剣道大会 

第 1回東京六大学女子剣道錬成大会 

令和 5年 3月 5 日（日）於：早稲田アリーナ 

 

 

〇大会日程 

9:00～9:20   開会式 

9:30～12:30   午前の部 

12:30～13:30  昼食休憩 

13:30～16:30  午後の部 

16:30～     閉会式 

 

 

 

主催：東京六大学剣道実行委員会 



〇大会実施要項 

一、10対 10による対勝負試合（男子Ⅰ部,Ⅱ部）、7対 7による

対勝負試合（女子）のリーグ戦を行い、勝ち点方式で順位付けを

する。（勝ち 2点、引き分け 1点、負け 0点） 

一、補欠は各チーム 3名とする。 

一、出場資格は各大学剣道部の部員で関東学生剣道連盟に登録さ

れているものに限る。 

一、試合は試合時間を 4分 3 本勝負とし、勝敗が決しない場合は

引き分けとする。 

一、最終的に勝ち点が同数になった場合は、勝者数→取得本数→

敗者数→被取得本数の順番で優劣を付けて順位を確定する。 

一、試合は全日本剣道連盟の剣道試合・審判規則、細則、新型コ

ロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法、運営

要項、並びに改正と運営上の要点に基づく。 

一、メンバーの変更は認めない。但し、オーダーの変更は自由と

する。 

 

 

 

 



第一試合場 第二試合場 第五試合場

1 慶應義塾大学×東京大学 法政大学×明治大学 1 立教大学×早稲田大学

2 慶應義塾大学×立教大学 法政大学×早稲田大学 2 慶應義塾大学×明治大学

3 東京大学×立教大学 明治大学×早稲田大学 3 立教大学×明治大学

4 明治大学×慶應義塾大学 東京大学×法政大学 4 慶應義塾大学×早稲田大学

5 慶應義塾大学×法政大学 立教大学×早稲田大学 5 明治大学×早稲田大学

6 東京大学×早稲田大学 立教大学×明治大学 6 慶應義塾大学×立教大学

7 慶應義塾大学×早稲田大学 東京大学×明治大学

8 立教大学×法政大学

第三試合場 第四試合場

1 慶應義塾大学×立教大学 明治大学×早稲田大学

2 慶應義塾大学×東京大学 明治大学×立教大学

3 早稲田大学×東京大学

4 慶應義塾大学×明治大学 早稲田大学×立教大学

5 慶應義塾大学×早稲田大学 東京大学×明治大学

6 東京大学×立教大学

午後の部

午後の部午後の部

午前の部

〇試合順

・男子Ⅰ部 ・女子リーグ

午前の部 午前の部

・男子Ⅱ部



〇会場図 

 

 

 

 



〇選手氏名

慶應義塾大学

氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校

藤田　富乃助 3年 土佐塾高校 ポレ・ルベン 5年 Centrale Supelec 桑原　恵 3年 西春高校

藤邨　大地 3年 慶應義塾高校 安藤　史哉 3年 慶應義塾高校 金子　夏月 3年 慶應義塾女子高校

小檜山　琢仁 3年 安積高校 小中　雄介 3年 慶應義塾志木高校 川瀬　茉莉子 3年 東洋英和女学院高等部

佐藤　真宇 3年 慶應義塾高校 谷島　悠太 3年 慶應義塾湘南藤沢高等部 高橋　真理 3年 川越女子高校

多田　好伸 3年 長崎西高校 大木　万潤 2年 慶應義塾高校 奥秋　美佳 2年 秋草学園高校

今野　柊太郎 2年 慶應義塾高校 大川　理輝 2年 Palos Verdes Peninsula high School 永尾　文 2年 桜蔭高校

中井　佑太郎 2年 慶應義塾高校 河島　隆樹 2年 米子東高校 長谷川　千紗 2年 共立女子高校

深野　孝樹 2年 横浜隼人高校 河津　玄徳 2年 國學院久我山高校 平川　光智 2年 佐世保北高校

安間　公健 2年 芝高校 田尾　有介 2年 慶應義塾高校 工藤　梨花 1年 渋谷教育学園幕張高校

山中　寛貴 2年 lycée International High School 平岡　功丞 2年 近大付属広島高東広島校 山田　乃映瑠 1年 慶應義塾女子高校

吉田　優真 2年 慶應義塾高校 宮島　優輝 2年 慶應義塾志木高校

梶原　大希 1年 拓殖大学第一高校 岩沙　寛洋 1年 慶應義塾高校

樋口　優也 1年 慶應義塾高校 関谷　凱貴 1年 洛南高校

東京大学

氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校

池田　和輝 3年 清風南海高校 澤木　政寛 3年 西京高校

下山　大智 3年 明和高校 中村　綾佑 3年 西大和学園高校

藤井　悠太 3年 市川高校 持田　理人 3年 戸山高校

関　晃暢 2年 長生高校 佐藤　遼希 3年 開成高校

新間　巧巳 2年 駒場東邦高校 小山　友規 3年 広島大附属福山高校

宮本　亮隆 2年 筑波大附属駒場高校 横澤　海太 2年 日比谷高校

篠崎　立成 2年 土浦第一高校 貝沼　悠偉 2年 滝高校

小田垣　爽 2年 豊岡高校 宮武　絢大 1年 開成高校

土屋　皓平 2年 宇都宮高校 阿部　純也 1年 学芸大附属高校

冨田　快斗 2年 藤島高校 伊香　規史 1年 早稲田高校

園田　哲平 2年 宮崎西高校 石崎　裕士 1年 日比谷高校

田村　龍亮 1年 北野高校 石田　康生 1年 西大和学園高校

栗林　凛太郎 1年 筑波大附属駒場高校 山本　昴生 1年 金沢泉丘高校

男子Ⅰ部 男子Ⅱ部 女子

男子Ⅰ部 男子Ⅱ部



法政大学

氏名 学年 出身高校

岩間　功樹 3年 九州学院高校

阿比留　宏貴 3年 明治大学付属中野高校

山下　智也 3年 明豊高等学校

藤岡　晋也 3年 育英高校

二ッ森　飛鳥 3年 郁文館高校

辻　修大 3年 福岡舞鶴高校

谷村　涼介 3年 弥栄高校

本多　誠 3年 法政大学第二高校

土井　滉次郎 3年 桐光学園高校

髙橋　慎之祐 2年 育英高校

宇賀神　直也 2年 小山高校

田畑　政樹 1年 新潟明訓高校

吉田　涼太 1年 法政大学第二高校

明治大学

氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校

相馬　武蔵 3年 九州学院高校 宇都　秀星 3年 明大中野高校 深見　恵子 3年 須磨学園高校

齋藤　瑞貴 3年 島原高校 髙宗　龍一 3年 熊本学園高校 吉田　梨花子 3年 八代白百合高校

加藤　禎久 3年 明豊高校 横田　慎之介 3年 鎌倉学園高校 筒井　海夏 3年 淑徳巣鴨高校

庄子　祐太 3年 小牛田農林高校 郡　隆斗 2年 明桜高校 上田　千紘 3年 土佐塾高校

中村　翔太郎 2年 敦賀高校 上木　就斗 2年 明大中野高校 笠井　咲代 2年 桐蔭学園高校

三宅　康太郎 2年 福大大濠高校 黒澤　仁人 2年 明大中野高校 内藤　美心 2年 五泉高校

岩渕　力 2年 東奥義塾高校 鈴木　悠真 2年 長野日大高校 齋藤　陽奈 2年 淑徳巣鴨高校

西原　圭一郎 2年 東海大浦安高校 柴田　康佑 1年 島原高校 竹町　知聡 1年 八代白百合高校

小橋　生富 2年 玉島高校 福野　賢二郎 1年 明大中野高校 北井　沙樹 1年 淑徳巣鴨高校

和田　壯太 1年 育英高校 吉田　草太 1年 明大中野高校 上山　伽音 1年 岡山商大附属高校

廣澤　優樹 1年 日章学園高校 名倉　拓真 1年 明大中野高校

金井田　晃生 1年 福大大濠高校 齊藤　諒一 1年 横浜高校

藤本　一真 1年 桐蔭学園高校 坂入　玲央 1年 下館第一高校

男子Ⅰ部

男子Ⅰ部 男子Ⅱ部 女子



立教大学

氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校

細渕　健斗 3年 東福岡高校 沓掛　哲平 3年 立教新座高校 松木　彩葉 3年 日吉ヶ丘高校

大埜　成夢 3年 横浜高校 鳥海　直希 3年 立教新座高校 西ノ原　史織 3年 西南学院高校

山平　昌太朗 3年 九州学院高校 中野　丈一 3年 立教新座高校 船谷　愛華 3年 都立富士高校

淡路　優太朗 3年 秋田南高校 栁田　耀大 3年 立教新座高校 伊藤　朱里 2年 島原高校

土井　大紀 3年 立教新座高校 下村　匠 2年 立教新座高校 大西　希望 2年 守谷高校

村奈嘉　大河 3年 福岡大学附属大濠高校 高橋　一央 2年 立教新座高校 工藤　愛子 2年 八代白百合高校

五十嵐　翔 2年 水戸葵陵高校 竹元　悠人 2年 岡山操山高校 倉田　青空 2年 中村学園女子高校

井上　悠太郎 2年 郁文館高校 安村　謙佑 2年 立教新座高校 鈴木　碧 2年 小牛田農林高校

北野　真生 2年 立教新座高校 沼野井　結真 1年 立教新座高校 秋庭　紗良咲 1年 守谷高校

藤原　巧 2年 熊谷高校 畠山　悠輝 1年 薬園台高校 梅澤　萌里 1年 淑徳巣鴨高校

細川　勇人 2年 桐光学園高校 峯岸　舜 1年 立教新座高校

鎌田　樹 1年 日章学園高校 山口　伊吹 1年 立教新座高校

櫻井　朝日 1年 土浦日大高校 喜岡　佑成 1年 名古屋高校

早稲田大学

氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校 氏名 学年 出身高校

門間　光児 3 九州学院高校 竹内　大景 3 早大本庄高校 横山　舞香 3 日吉ヶ丘高校

外山　大地 3 鎌倉学園高校 髙田　海 3 巣鴨高校 山本　真希 3 星野高校

宮原　和雅 3 城北高校 住吉　洸太郎 3 東京農大第一高校 上遠野　幸 3 安積高校

神谷　悟志 3 郡山高校 小野寺　一輝 3 仙台第一高校 伊藤　愛生 3 鷗友学園高校

萩谷　周平 3 鎌倉学園高校 工藤　晃申 3 札幌東高校 栗山　一花 2 大分情報国際高校

山田　大晴 3 安積高校 島袋　龍也 3 市立船橋高校 中原　菜月 2 帝京第五高校

山本　勇真 3 明星高校 牟禮　琢磨 3 上宮高校 五十嵐　由華 2 新潟高校

馬場　恭大 2 東海大相模高校 本谷　駿 3 西高校 榎本　凜香 2 守谷高校

中村　秀真 2 東山高校 福田　大和人 2 川越高校 片渕　歌音 2 早稲田佐賀高校

石川　将伍 2 高知学芸高校 白石　太一 2 八幡高校 矢野　ひかる 1 日吉ヶ丘高校

門田　功成 1 育英高校 川鍋　幸太郎 1 早稲田実業高校

渡部　倫太郎 1 桐蔭学園高校 齋藤　裕太 1 大分国際情報高校

今井　翔悟 1 小倉高校 増田　論暉 1 城北埼玉高校

男子Ⅱ部 女子

男子Ⅰ部 男子Ⅱ部 女子

男子Ⅰ部


