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H30全国カデエペフェンシング選手権大会
2018年10月6日 - 13:00
FE_FIE_0007

Strip 1

14:00

Referee(s):

中かれん, ナカ カレン (231) みなとFC

東天姫, アズマ テンキ (223) SEISA

高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218) 与野高校

原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (205) アプルス

齋藤愛里咲, サイトウ アリサ (230) 王子総合高

Strip 2

14:00

Referee(s):

埋橋結子, ウズハシ ユイコ (233) わくわく

寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245) 乙訓高校

岡田渓, オカダ ケイ (222) SEISA

村上瑞季, ムラカミ ミズキ (241) 津東高校

長崎東子, ナガサキ トウコ (202) 合川FC

Strip 3

14:00

Referee(s):

永井杏奈, ナガイ アンナ (238) 至学館高

太田陽詩, オオタ ヒナタ (246) 龍谷平安中

小森園萌, コモリゾノ モエ (257) 鹿児島高

陸川麻琴, リクカワ マコト (226) 柏陵高校

工藤絢音, クドウ アヤネ (217) 与野高校

Strip 4

14:00

Referee(s):

三田千晴, サンダ チハル (243) 津東高校

川口実来, カワグチ ミキ (248) 神戸野田

小見夏穂, オミ ナツホ (229) 東京ガーデン

齋藤華南, サイトウ ハナ (203) 秋田商業

田中晴菜, タナカ ハルナ (219) 与野高校



Strip 5

14:00

Referee(s):

田添真悠, タゾエ マユ (207) 緑岡高校

川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (256) 鹿児島高

倉田美月, クラタ ミツキ (239) 津東高校

佐藤桃子, サトウ モモコ (235) 大垣養老

稲山友梨, イナヤマ ユリ (221) SEISA

Strip 6

14:00

Referee(s):

山口藍, ヤマグチ アイ (255) 鹿児島高

内山澪, ウチヤマ ミオ (251) YAMAGUCHI

白藤花, シラフジ ハナ (240) 津東高校

西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249) 小林聖心

田村李緒, タムラ リオ (213) 沼田女子

Strip 7

14:00

Referee(s):

山本有沙, ヤマモト アリサ (252) YAMAGUCHI

明石愛恵, アカシ マナミ (253) 高松北高

小池花佳, コイケハナカ (232) わくわく

中山友瑞希, ナカヤマ ユズキ (208) 緑岡高校

加藤夕佳, カトウ ユウカ (211) 高崎商大

Strip 8

14:00

Referee(s):

大西愛, オオニシ アイ (206) 米沢FS少

馬﨑美優, マザキ ミウ (244) 津東高校

岸本鈴, キシモト リン (247) 龍谷平安中

村田凛, ムラタ リン (237) 大垣養老

小野瑞葵, オノ ミズキ (216) 埼玉クラブ



Strip 9

14:00

Referee(s):

櫻田爽子, サクラダ サヤコ (204) 二ツ井JRFT

濱松里紗, ハママツ リサ (215) 埼玉クラブ

中村真琴, ナカムラ マコト (227) 板橋FC

萩原小葵, ハギワラ サキ (209) 緑岡高校

須田真衣, スダ マイ (201) 仙台FC

Strip 10

14:00

Referee(s):

伊藤凛, イトウ リン (250) 安来高校

小林莉緒, コバヤシ リオ (212) 沼田女子

原那緒, ハラ ナオ (234) 箕輪中

市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (254) 高松北高

井上実結, イノウエ ミユ (242) 津東高校

Strip 11

14:00

Referee(s):

原澤愛里, ハラサワ アイリ (214) 沼田女子

柳知里, ヤナギ チサト (258) 鹿児島高

田中麻鼓, タナカ マコ (220) 与野高校

小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210) 高崎商大

伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228) 筑波大附

堀田朋夏, ホッタ トモカ (236) 大垣養老
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228) 筑波大附 5 1.00 25 6 +19 Advanced
2 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218) 与野高校 4 1.00 20 5 +15 Advanced
3 齋藤華南, サイトウ ハナ (203) 秋田商業 4 1.00 20 6 +14 Advanced
4 大西愛, オオニシ アイ (206) 米沢FS少 4 1.00 20 7 +13 Advanced
5T 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221) SEISA 4 1.00 20 9 +11 Advanced
5T 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245) 乙訓高校 4 1.00 20 9 +11 Advanced
7 伊藤凛, イトウ リン (250) 安来高校 4 1.00 20 10 +10 Advanced
8T 永井杏奈, ナガイ アンナ (238) 至学館高 4 1.00 20 11 +9 Advanced
8T 中村真琴, ナカムラ マコト (227) 板橋FC 4 1.00 20 11 +9 Advanced
10 山本有沙, ヤマモト アリサ (252) YAMAGUCHI 4 1.00 20 13 +7 Advanced
11 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210) 高崎商大 4 0.80 22 10 +12 Advanced
12 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (254) 高松北高 3 0.75 19 12 +7 Advanced
13 須田真衣, スダ マイ (201) 仙台FC 3 0.75 19 13 +6 Advanced
14T 明石愛恵, アカシ マナミ (253) 高松北高 3 0.75 18 12 +6 Advanced
14T 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249) 小林聖心 3 0.75 18 12 +6 Advanced
16 倉田美月, クラタ ミツキ (239) 津東高校 3 0.75 17 11 +6 Advanced
17T 長崎東子, ナガサキ トウコ (202) 合川FC 3 0.75 16 10 +6 Advanced
17T 岸本鈴, キシモト リン (247) 龍谷平安中 3 0.75 16 10 +6 Advanced
19 川口実来, カワグチ ミキ (248) 神戸野田 3 0.75 16 11 +5 Advanced
20 太田陽詩, オオタ ヒナタ (246) 龍谷平安中 3 0.75 18 14 +4 Advanced
21 内山澪, ウチヤマ ミオ (251) YAMAGUCHI 3 0.75 17 13 +4 Advanced
22 堀田朋夏, ホッタ トモカ (236) 大垣養老 3 0.60 15 12 +3 Advanced
23 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (205) アプルス 2 0.50 15 11 +4 Advanced
24T 岡田渓, オカダ ケイ (222) SEISA 2 0.50 16 13 +3 Advanced
24T 小野瑞葵, オノ ミズキ (216) 埼玉クラブ 2 0.50 16 13 +3 Advanced
26 小池花佳, コイケ ハナカ (232) わくわく 2 0.50 16 14 +2 Advanced
27 小森園萌, コモリゾノ モエ (257) 鹿児島高 2 0.50 15 13 +2 Advanced
28 井上実結, イノウエ ミユ (242) 津東高校 2 0.50 16 15 +1 Advanced
29 小見夏穂, オミ ナツホ (229) 東京ガーデン 2 0.50 13 13 0 Advanced
30 山口藍, ヤマグチ アイ (255) 鹿児島高 2 0.50 11 13 -2 Advanced
31 櫻田爽子, サクラダ サヤコ (204) 二ツ井JRFT 2 0.50 14 17 -3 Advanced
32 中かれん, ナカ カレン (231) みなとFC 2 0.50 11 14 -3 Advanced
33 東天姫, アズマ テンキ (223) SEISA 2 0.50 11 15 -4 Advanced
34 原澤愛里, ハラサワ アイリ (214) 沼田女子 2 0.40 16 15 +1 Advanced
35 陸川麻琴, リクカワ マコト (226) 柏陵高校 1 0.25 16 15 +1 Advanced
36 濱松里紗, ハママツ リサ (215) 埼玉クラブ 1 0.25 17 17 0 Advanced
37 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (241) 津東高校 1 0.25 14 14 0 Advanced
38 白藤花, シラフジ ハナ (240) 津東高校 1 0.25 13 15 -2 Advanced
39T 小林莉緒, コバヤシ リオ (212) 沼田女子 1 0.25 11 15 -4 Advanced
39T 中山友瑞希, ナカヤマ ユズキ (208) 緑岡高校 1 0.25 11 15 -4 Advanced
41 川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (256) 鹿児島高 1 0.25 12 17 -5 Advanced
42 田添真悠, タゾエ マユ (207) 緑岡高校 1 0.25 12 18 -6 Advanced
43T 佐藤桃子, サトウ モモコ (235) 大垣養老 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
43T 田村李緒, タムラ リオ (213) 沼田女子 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
45 村田凛, ムラタ リン (237) 大垣養老 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
46 三田千晴, サンダ チハル (243) 津東高校 1 0.25 8 18 -10 Eliminated
47 柳知里, ヤナギ チサト (258) 鹿児島高 1 0.20 9 24 -15 Eliminated
48 田中晴菜, タナカ ハルナ (219) 与野高校 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
49 加藤夕佳, カトウ ユウカ (211) 高崎商大 0 0.00 8 19 -11 Eliminated
50T 齋藤愛里咲, サイトウ アリサ (230) 王子総合高 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
50T 萩原小葵, ハギワラ サキ (209) 緑岡高校 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
52 原那緒, ハラ ナオ (234) 箕輪中 0 0.00 6 20 -14 Eliminated
53 馬﨑美優, マザキ ミウ (244) 津東高校 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
54 工藤絢音, クドウ アヤネ (217) 与野高校 0 0.00 4 20 -16 Eliminated
55 田中麻鼓, タナカ マコ (220) 与野高校 0 0.00 5 25 -20 Eliminated
56 埋橋結子, ウズハシユイコ (233) わくわく 0 0.00 0 20 -20 Eliminated



CDTWE
Semi-Finals

(1) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
1

(4) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
2

Table of 8

(1) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
1

(8) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
2

(5) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
3

(4) 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
4

Table of 16

(1) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
1

(16) 長崎東子, ナガサキ トウコ (202)
2

(9) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
3

(8) 中村真琴, ナカムラ マコト (227)
4

(5) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
5

6

(13) 太田陽詩, オオタ ヒナタ (246)
7

(4) 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
8

Table of 32

(1) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
1

2

(17) 長崎東子, ナガサキ トウコ (202)
3

(16) 倉田美月, クラタ ミツキ (239)
4

(9) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
5

6

7

(8) 中村真琴, ナカムラ マコト (227)
8

(5) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
9

(28) 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (241)
10

11

(12) 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (254)
12

13

(20) 太田陽詩, オオタ ヒナタ (246)
14

(29) 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
15

16

Table of 64

(1) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
筑波大附

(33) 東天姫, アズマ テンキ (223)
SEISA

みなとFC

(17) 長崎東子, ナガサキ トウコ (202)

合川FC

(16) 倉田美月, クラタ ミツキ (239)
津東高校

(9) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
至学館高

(41) 川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (256)

鹿児島高

SEISA

埼玉クラブ

(40) 中山友瑞希, ナカヤマ ユズキ (208)

緑岡高校

(8) 中村真琴, ナカムラ マコト (227)
板橋FC

(5) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
乙訓高校

(37) 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (241)

津東高校

(28) 井上実結, イノウエ ミユ (242)
津東高校

YAMAGUCHI

(12) 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (254)
高松北高

仙台FC

(20) 太田陽詩, オオタ ヒナタ (246)
龍谷平安中

(29) 小見夏穂, オミ ナツホ (229)
東京ガーデン

(36) 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
埼玉クラブ

米沢FS少



CDTWE
Semi-Finals

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
3

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
4

Table of 8

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
5

(6) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
6

(7) 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
7

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
8

Table of 16

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
9

(14) 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249)
10

(11) 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210)
11

(6) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
12

(7) 小池花佳, コイケ ハナカ (232)
13

(10) 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
14

(15) 岸本鈴, キシモト リン (247)
15

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
16

Table of 32

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
17

(30) 陸川麻琴, リクカワ マコト (226)
18

(19) 川口実来, カワグチ ミキ (248)
19

(14) 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249)
20

(11) 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210)
21

(22) 堀田朋夏, ホッタ トモカ (236)
22

(27) 小森園萌, コモリゾノ モエ (257)
23

(6) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
24

25

(26) 小池花佳, コイケ ハナカ (232)
26

(23) 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (205)
27

(10) 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
28

(15) 明石愛恵, アカシ マナミ (253)
29

(18) 岸本鈴, キシモト リン (247)
30

(31) 櫻田爽子, サクラダ サヤコ (204)
31

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
32

Table of 64

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
秋田商業

(35) 陸川麻琴, リクカワ マコト (226)
柏陵高校

(30) 山口藍, ヤマグチ アイ (255)
鹿児島高

(19) 川口実来, カワグチ ミキ (248)
神戸野田

(14) 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249)
小林聖心

(11) 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210)

高崎商大

(22) 堀田朋夏, ホッタ トモカ (236)
大垣養老

(27) 小森園萌, コモリゾノ モエ (257)
鹿児島高

津東高校

(6) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
SEISA

安来高校

(39) 小林莉緒, コバヤシ リオ (212)
沼田女子

(26) 小池花佳, コイケ ハナカ (232)
わくわく

(23) 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (205)

アプルス

(42) 田添真悠, タゾエ マユ (207)
緑岡高校

(10) 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
YAMAGUCHI

(15) 明石愛恵, アカシ マナミ (253)
高松北高

(18) 岸本鈴, キシモト リン (247)
龍谷平安中

(31) 櫻田爽子, サクラダ サヤコ (204)

二ツ井JRFT

(34) 原澤愛里, ハラサワ アイリ (214)

沼田女子

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)

与野高校



CDTWE

(1) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
1

Finals

(1) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
1

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
2

Semi-Finals

(1) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
1

(4) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
2

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
3

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
4

Table of 8

(1) 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
筑波大附

(8) 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
至学館高

(5) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
乙訓高校

(4) 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
埼玉クラブ

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
秋田商業

(6) 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
SEISA

(7) 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
YAMAGUCHI

(2) 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)

与野高校

(3) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
1

Fence-off for Third

(4) 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
乙訓高校

(3) 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
秋田商業



CDTWE
H30全国カデエペフェンシング選手権大会
2018年10月6日 - 13:00
FE_FIE_0012

Place Name Country Birthdate
1 永井杏奈, ナガイ アンナ (238)
2 高橋栄利佳, タカハシ エリカ (218)
3 寺山珠樹, テラヤマ タマキ (245)
4 齋藤華南, サイトウ ハナ (203)
5 伊藤杏樹, イトウ アンジュ (228)
6 稲山友梨, イナヤマ ユリ (221)
7 山本有沙, ヤマモト アリサ (252)
8 濱松里紗, ハママツ リサ (215)
9 中村真琴, ナカムラ マコト (227)
10 小林叶佳, コバヤシ キョウカ (210)
11 西岡瞳, ニシオカ ヒトミ (249)
12T 長崎東子, ナガサキ トウコ (202)
12T 岸本鈴, キシモト リン (247)
14 太田陽詩, オオタ ヒナタ (246)
15 内山澪, ウチヤマ ミオ (251)
16 小池花佳, コイケ ハナカ (232)
17 大西愛, オオニシ アイ (206)
18 伊藤凛, イトウ リン (250)
19 市ヶ谷愛, イチガタニ アイ (254)
20 須田真衣, スダ マイ (201)
21 明石愛恵, アカシ マナミ (253)
22 倉田美月, クラタ ミツキ (239)
23 川口実来, カワグチ ミキ (248)
24 堀田朋夏, ホッタ トモカ (236)
25 原田奈乃羽, ハラダ ナノハ (205)
26T 岡田渓, オカダ ケイ (222)
26T 小野瑞葵, オノ ミズキ (216)
28 小森園萌, コモリゾノ モエ (257)
29 櫻田爽子, サクラダ サヤコ (204)
30 中かれん, ナカ カレン (231)
31 陸川麻琴, リクカワ マコト (226)
32 村上瑞季, ムラカミ ミズキ (241)
33 井上実結, イノウエ ミユ (242)
34 小見夏穂, オミ ナツホ (229)
35 山口藍, ヤマグチ アイ (255)
36 東天姫, アズマ テンキ (223)
37 原澤愛里, ハラサワ アイリ (214)
38 白藤花, シラフジ ハナ (240)
39T 小林莉緒, コバヤシ リオ (212)
39T 中山友瑞希, ナカヤマ ユズキ (208)
41 川ノ上可鈴, カワノウエ カリン (256)
42 田添真悠, タゾエ マユ (207)
43T 田村李緒, タムラ リオ (213)
43T 佐藤桃子, サトウ モモコ (235)
45 村田凛, ムラタ リン (237)
46 三田千晴, サンダ チハル (243)
47 柳知里, ヤナギ チサト (258)
48 田中晴菜, タナカ ハルナ (219)
49 加藤夕佳, カトウ ユウカ (211)
50T 齋藤愛里咲, サイトウ アリサ (230)
50T 萩原小葵, ハギワラ サキ (209)
52 原那緒, ハラ ナオ (234)
53 馬﨑美優, マザキ ミウ (244)
54 工藤絢音, クドウ アヤネ (217)
55 田中麻鼓, タナカ マコ (220)
56 埋橋結子, ウズハシ ユイコ (233)
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