
全国エペ・チャレンジカップ（ジュニア・カデ）香川県大会
ジュニア男子

とらまるてぶくろ体育館
平成30年9月15日（土）

Document Engarde
2018/09/19 0:46:41

全ﾗﾝｸ (ﾗﾝｷﾝｸﾞ順),   ﾍﾟｰｼﾞ 1/2

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 姓名 ｸﾗﾌﾞ

 1 関原　麗允 せきはら　れい 群馬県立沼田高等学校   
 2 杉本　磨哉 すぎもと　まや 香川県立高松北高等学校   
 3 金高　大乘 かねたか　たいじょう 香川県立高松北高等学校   
 4 ウェディシンハ ジュン うぇでぃしんは じゅん 立命館大学   
 5 大谷　謙介 おおや　けんすけ 山口県立岩国工業高等学校   
 6 井上　誉聡 いのうえ　たかとみ 愛知工業大学名電高等学校   
 7 宮川　恒 みやがわ　わたる 龍谷大平安高等学校   
 8 森井　亮介 もりいりょうすけ 埼玉栄高等学校   
 9 斎藤　憲司 さいとう　けんじ 専修大学   
 10 武井琉晟 たけいりゅうせい 栃木県立栃木商業高等学校   
 11 田村　純也 たむら　じゅんや 慶応義塾大学   
 12 木内 博哉 きうち　ひろや 香川県立高松北高等学校   
 13 中島直樹 なかじまなおき 日本大学   
 14 佐々木功喜 ささきこうき 日本大学   
 15 大竹　諒 おおたけ　りょう 岐阜各務高校   
 16 野島　玲央 のしま　れお 鹿児島県立鹿児島南高等学校   
 17 宇津木勇輝 うつぎゆうき 日本大学   
 18 前原　雄二 まえはら　ゆうじ 東亜学園高等学校   
 19 加藤雅望 かとうまさみ 同志社大学   
 20 小田　翔一朗 おだ　しょういちろう 別府翔青高校   
 20 大津陽平 おおつようへい 日本体育大学   
 22 金田　和樹 かねだ　かずき 東京農業大学   
 23 水間　大喜 みずま　だいき 近畿大学   
 24 岡田　寛大 おかだ　かんだい 岡山県立玉野光南高等学校   
 25 濱中　雅也 はまなか　まさや 岡山大安寺中等教育学校   
 26 大竹　凛 おおたけ　りん 岐阜各務高校   
 26 木澤　聡志 きざわ　さとし 関西大学   
 28 伊藤貴斗 いとうたかと 岐阜県立大垣南高等学校   
 29 古川真明 ふるかわまさあき 佐賀清和高等学校   
 30 伊藤　颯馬 いとう　そうま 専修大学   
 31 入谷　和輝 いりたに　かずき 香川県立三本松高等学校   
 32 土井　崇愛 どい　たかよし 愛知工業大学名電高等学校   
 33 藤井凌大 ふじいりょうた 朝日大学   
 34 今井　海斗 いまい　かいと 京都産業大学   
 35 内山　太智 うちやま　たいち 京都産業大学   
 36 澁谷有亮 しぶやゆうすけ 岐阜県立大垣南高等学校   
 37 山田晃暉 やまだ　こうき 岐阜県立羽島北高等学校   
 38 山田　一八 やまだ　かずや 香川県立高松北高等学校   
 39 山﨑　滉介 やまざき　こうすけ 法政大学第二高等学校   
 40 木村　伊織 きむら　いおり 近畿大学   
 41 平松　良規 ひらまつ　よしき 高知南高等学校   
 41 名倉　京佑 なくら　きょうすけ 法政大学   
 43 小山　英礼 こやま　ひでのり 慶応義塾大学   
 44 園田　啓斗 そのだ　ひろと 法政大学第二高等学校   
 45 田中仁 たなかじん 島根県立安来高等学校   
 46 森孝太 もりこうた 岐阜県立大垣南高等学校   
 47 板楠大知 いたくすだいち 熊本県立翔陽高等学校   
 48 橋本　脩平 はしもと　しゅうへい 法政大学第二高等学校   
 48 高橋　拳一 たかはし　けんいち 東海大翔洋   
 50 友部　拓斗 ともべひろと 埼玉栄高等学校   
 51 河村　葵 かわむら　あおい 香川県立高松高等学校   
 51 杠星哉 ゆずりはせいや 日本体育大学   
 53 貝沼侑哉 かいゆまゆうや 岐阜県立大垣養老高校   
 54 権藤　太一 ごんどう　たいち 法政大学第ニ高等学校   
 55 福光　勇太 ふくみつ　ゆうた 近畿大学   
 56 岩本　青龍 いわもと　せいりゅう 豊田大谷高等学校   
 56 小段　拳人 こだん　けんと 鹿児島県立鹿児島南高等学校   
 58 大平　陽平 おおひら　ようへい 徳島県立城ノ内高等学校   
 59 川添琉斗 かわぞえ　りゅうと 岐阜県立羽島北高等学校   
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 60 江上大吾 えがみだいご 岐阜県立大垣養老高校   
 60 斎脇拓海 さいわきたくみ 日本大学   
 62 秋本祐輔 あきもとゆうすけ 慶応義塾高等学校   
 63 上村優斗 かみむらゆうと 岐阜県立大垣南高等学校   

 64 早田　拓海 はやた　たくみ 慶應義塾高等学校   
 65 浅井　瑛斗 あさい　えいと 乙訓高等学校   
 66 佐藤　総一郎 さとう　そういちろう 岡山県立玉野光南高等学校   
 66 田中　空大 たなか　くうと 山口県立岩国工業高等学校   
 68 梶原　陸 かじはら　りく 香川県立高松高等学校   
 69 水谷　天風 みずたに　たかせ エスコラピオス学園　海星高等学校   
 70 西川祥立 にしかわ　しょうた 岐阜県立羽島北高等学校   
 71 近藤勇大 こんどうゆうた 朝日大学   
 72 冨士本　颯 ふじもと　そう 山口県立岩国工業高等学校   
 73 川端　敦仁 かわばた　あつひと 香川県立高松高等学校   
 74 梶原　三厳 かじわら　みつよし 東京農業大学   
 74 村瀬　史恭 むらせ　ふみやす 愛光高等学校   
 76 生川和拓 おいかわかずひろ 法政大学第二高等学校   
 77 桑原信慈 くわばらしんじ 岐阜県立大垣養老高校   
 78 室永　優 むろなが　ゆう SEIBUスポーツクラブ   
 79 國本　大祐 くにもと　だいすけ 高知南高等学校   


