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Referee(s):

岩本青龍, イワモト セイリュウ (481) 豊田大谷高

中野雄斗, ナカノ ユウト (496) 清風

田尻航大, タジリ コウダイ (423) 中央大

山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (503) 岩国工業

佐藤仁哉, サトウ キミヤ (487) エスコラピオス

Referee(s):

梶原三厳, カジワラ ミツヨシ (429) 東京農大

金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507) 高松北高

金尾周平, カナオ シュウヘイ (493) 立命館高

齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449) 専修大

大竹凛, オオタケ リン (466) 各務野

Referee(s):

早田拓海, ハヤタ タクミ (447) 慶應義塾高

菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499) 岩国工業

今井海斗, イマイ カイト (491) 京産大

室永優, ムロナガ ユウ (452) SEIBU

川添琉斗, カワゾエ リュウト (473) 羽島北

Referee(s):

増田陽人, マスダ ヨヒト (441) 早稲田大

峯田大空, ミネタ ダイア (401) 米沢FS少

田中悠太, タナカ ユウタ (500) 岩国工業

森孝太, モリ コウタ (471) 大垣南

和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (464) 大垣養老



Referee(s):

西尾有紀哉, ニシオ ユキヤ (416) 立教新座高

小林聖矢, コバヤシ セイヤ (457) 伊那北

篠原功, シノハラ コウ (421) スターフェン

武井琉晟, タケイ リュウセイ (404) 栃木商業

宮川恒, ミヤガワ ワタル (495) 龍谷平安高

Referee(s):

大﨑練介, オオサキ レンスケ (444) 慶應義塾高

今井嵩友, イマイ タケト (480) 愛工大名電

水谷天風, ミズタニ タカセ (484) エスコラピオス

中原開世, ナカハラ カイセイ (426) 東京ガーデン

谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (497) 清風

Referee(s):

毛利凌乙, モウリ リク (440) 明治大

山田晃暉, ヤマダ コウキ (472) 羽島北

小林東暉, コバヤシ ハルキ (488) エスコラピオス

酒井哉瑠, サカイ カナル (411) 埼玉栄高

内山太智, ウチヤマ タイチ (492) 京産大

Referee(s):

江上大吾, エガミ ダイゴ (461) 大垣養老

林洸麟, ハヤシ コウリン (510) 鹿児島高

安井琥珀, ヤスイ コハク (451) 法政二中

名倉京佑, ナクラ キョウスケ (437) 法政大

石井一希, イシイ カズキ (422) 中央大



Referee(s):

伊藤貴斗, イトウ タカト (468) 大垣南

松本龍, マツモト リュウ (427) 王子総合

林ケンスケ, ハヤシ ケンスケ (454) 西校フェン

貝沼侑哉, カイヌマ ユウヤ (462) 大垣養老

久保田大貴, クボタ ヒロキ (407) 与野高校

Referee(s):

澁谷有亮, シブヤ ユウスケ (469) 大垣南

上出日向, カミデ ヒュウガ (450) 法政二高

宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433) 日大

伊藤颯馬, イトウ ソウマ (448) 専修大

奥伊吹, オクダ イブキ (489) 津東

Referee(s):

大津陽平, オオツ ヨウヘイ (430) 日体大

村田一公, ムラタ イッコウ (402) 米沢FS少

小城颯人, コジョウ ハヤト (439) 三田FC普

ウェディシンハジュン, ウェディシンハ ジュン (494) 立命館大

杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458) 長野JRFC

Referee(s):

熊谷脩士, クマガイ シュウジ (456) 伊那北

秋本祐輔, アキモト ユウスケ (446) 慶應義塾高

中島直樹, ナカジマ ナオキ (435) 日大

古橋諒樹, フルハシ リョウキ (479) 愛工大名電

大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502) 岩国工業



Referee(s):

中島恒, ナカジマ コウ (445) 慶應義塾高

杉本磨哉, スギモト マヤ (508) 高松北高

杉元達弥, スギモト タツヤ (442) KIRI.FC

桑原信慈, クワバラ シンジ (463) 大垣養老

高橋拳一, タカハシ ケンイチ (476) 東海大翔洋

Referee(s):

佐々木功喜, ササキ コウキ (432) 日大

花村俊哉, ハナムラ トシヤ (475) 羽島北

下村祐翔, シモムラ マサト (505) YAMAGUCHI

井上誉聡, イノウエ タカトミ (477) 愛工大名電

森井亮介, モリイ リョウスケ (410) 埼玉栄高

Referee(s):

田中健斗, タナカ ケント (408) 与野高校

木場悠斗, キバ ユウト (485) エスコラピオス

沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436) 法政大

唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413) プラチナ

大竹諒, オオタケ リョウ (465) 各務野

Referee(s):

関原麗允, セキハラ レイ (406) 沼田高校

前原雄二, マエハラ ユウジ (425) 東亜学園

斎脇拓海, サイワキ タクミ (434) 日大

上村優斗, カミムラ ユウト (470) 大垣南

田中光己, タナカ ミツキ (506) YAMAGUCHI



Referee(s):

近藤勇大, コンドウ ユウタ (459) 朝日大

坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438) 三田FC

堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (418) 立教新座中

中本尚志, ナカモト ナオシ (504) YAMAGUCHI

佐藤光琉, サトウ ヒカル (483) エスコラピオス

Referee(s):

西川祥立, ニシカワ ショウタ (474) 羽島北

金田和樹, カネダ カズキ (428) 東京農大

角坂大陸, カクサカ リク (414) 立教新座高

土井崇愛, ドイ タカヨシ (478) 愛工大名電

生川嵩起, ナルカワ コウキ (486) エスコラピオス

Referee(s):

鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (511) 鹿児島高

木内博哉, キウチ ヒロヤ (509) 高松北高

小山英礼, コヤマ ヒデノリ (420) 慶應大

檜山直希, ヒヤマ ナオキ (403) 緑岡高校

杠星哉, ユズリハ セイヤ (431) 日体大

勝部拳, カツベ ケン (498) 清風

Referee(s):

鈴木伊織, スズキ イオリ (412) 東洋大学

小栗理基, オグリ リキ (409) 埼玉栄高

後藤悠希, ゴトウ ハルキ (467) 各務野

冨士本颯, フジモト ソウ (501) 岩国工業

伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405) 栃木商業

中田憲佑, ナカタ ケンスケ (490) 津東



Referee(s):

鎌倉京平, カマクラ キョウヘイ (455) 伊那北

高橋未楽, タカハシ ミラク (417) 立教新座中

田村純也, タムラ ジュンヤ (419) 慶應大

小津貴慈, オヅ タカシゲ (482) エスコラピオス

清水淳弥, シミズ ジュンヤ (415) 立教新座高

藤井凌大, フジイ リョウタ (460) 朝日大
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 木内博哉, キウチ ヒロヤ (509) 高松北高 5 1.00 23 7 +16 Advanced
2 松本龍, マツモト リュウ (427) 王子総合 4 1.00 20 4 +16 Advanced
3 中島恒, ナカジマ コウ (445) 慶應義塾高 4 1.00 20 5 +15 Advanced
4T 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404) 栃木商業 4 1.00 20 6 +14 Advanced
4T 石井一希, イシイ カズキ (422) 中央大 4 1.00 20 6 +14 Advanced
6T 増田陽人, マスダ ヨヒト (441) 早稲田大 4 1.00 20 7 +13 Advanced
6T 金田和樹, カネダ カズキ (428) 東京農大 4 1.00 20 7 +13 Advanced
8 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405) 栃木商業 5 1.00 23 11 +12 Advanced
9 ウェディシンハジュン, ウェディシンハ ジュン (494) 立命館大 4 1.00 20 8 +12 Advanced
10 佐々木功喜, ササキ コウキ (432) 日大 4 1.00 20 9 +11 Advanced
11T 中島直樹, ナカジマ ナオキ (435) 日大 4 1.00 20 10 +10 Advanced
11T 毛利凌乙, モウリ リク (440) 明治大 4 1.00 20 10 +10 Advanced
13T 水谷天風, ミズタニ タカセ (484) エスコラピオス 4 1.00 18 10 +8 Advanced
13T 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499) 岩国工業 4 1.00 18 10 +8 Advanced
15 関原麗允, セキハラ レイ (406) 沼田高校 4 1.00 20 13 +7 Advanced
16 高橋未楽, タカハシ ミラク (417) 立教新座中 4 0.80 23 12 +11 Advanced
17 藤井凌大, フジイ リョウタ (460) 朝日大 4 0.80 20 11 +9 Advanced
18 勝部拳, カツベ ケン (498) 清風 4 0.80 18 15 +3 Advanced
19 前原雄二, マエハラ ユウジ (425) 東亜学園 3 0.75 19 10 +9 Advanced
20 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449) 専修大 3 0.75 18 10 +8 Advanced
21 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436) 法政大 3 0.75 17 9 +8 Advanced
22 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433) 日大 3 0.75 19 12 +7 Advanced
23T 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477) 愛工大名電 3 0.75 18 11 +7 Advanced
23T 田尻航大, タジリ コウダイ (423) 中央大 3 0.75 18 11 +7 Advanced
25 杉本磨哉, スギモト マヤ (508) 高松北高 3 0.75 16 9 +7 Advanced
26 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507) 高松北高 3 0.75 19 13 +6 Advanced
27 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502) 岩国工業 3 0.75 18 12 +6 Advanced
28 森孝太, モリ コウタ (471) 大垣南 3 0.75 16 10 +6 Advanced
29 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438) 三田FC 3 0.75 18 13 +5 Advanced
30 中野雄斗, ナカノ ユウト (496) 清風 3 0.75 17 12 +5 Advanced
31T 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444) 慶應義塾高 3 0.75 16 11 +5 Advanced
31T 西川祥立, ニシカワ ショウタ (474) 羽島北 3 0.75 16 11 +5 Advanced
33 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413) プラチナ 3 0.75 18 14 +4 Advanced
34 上出日向, カミデ ヒュウガ (450) 法政二高 3 0.75 18 15 +3 Advanced
35 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459) 朝日大 3 0.75 17 14 +3 Advanced
36 小城颯人, コジョウ ハヤト (439) 三田FC普 3 0.75 18 16 +2 Advanced
37 梶原三厳, カジワラ ミツヨシ (429) 東京農大 3 0.75 16 16 0 Advanced
38 杠星哉, ユズリハ セイヤ (431) 日体大 3 0.60 22 11 +11 Advanced
39 小栗理基, オグリ リキ (409) 埼玉栄高 3 0.60 20 15 +5 Advanced
40 田村純也, タムラ ジュンヤ (419) 慶應大 3 0.60 19 17 +2 Advanced
41 小津貴慈, オヅ タカシゲ (482) エスコラピオス 3 0.60 18 16 +2 Advanced
42 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (467) 各務野 3 0.60 18 17 +1 Advanced
43T 今井海斗, イマイ カイト (491) 京産大 2 0.50 16 12 +4 Advanced
43T 内山太智, ウチヤマ タイチ (492) 京産大 2 0.50 16 12 +4 Advanced
45 室永優, ムロナガ ユウ (452) SEIBU 2 0.50 14 10 +4 Advanced
46 伊藤颯馬, イトウ ソウマ (448) 専修大 2 0.50 17 14 +3 Advanced
47T 山田晃暉, ヤマダ コウキ (472) 羽島北 2 0.50 16 13 +3 Advanced
47T 中本尚志, ナカモト ナオシ (504) YAMAGUCHI 2 0.50 16 13 +3 Advanced
49 斎脇拓海, サイワキ タクミ (434) 日大 2 0.50 14 11 +3 Advanced
50T 大竹諒, オオタケ リョウ (465) 各務野 2 0.50 17 15 +2 Advanced
50T 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (503) 岩国工業 2 0.50 17 15 +2 Advanced
52 安井琥珀, ヤスイ コハク (451) 法政二中 2 0.50 17 16 +1 Advanced
53 森井亮介, モリイ リョウスケ (410) 埼玉栄高 2 0.50 16 15 +1 Advanced
54T 伊藤貴斗, イトウ タカト (468) 大垣南 2 0.50 15 14 +1 Advanced
54T 角坂大陸, カクサカ リク (414) 立教新座高 2 0.50 15 14 +1 Advanced
56 小林聖矢, コバヤシ セイヤ (457) 伊那北 2 0.50 14 14 0 Advanced
57 名倉京佑, ナクラ キョウスケ (437) 法政大 2 0.50 15 16 -1 Advanced
58T 大津陽平, オオツ ヨウヘイ (430) 日体大 2 0.50 14 15 -1 Advanced
58T 貝沼侑哉, カイヌマ ユウヤ (462) 大垣養老 2 0.50 14 15 -1 Advanced
58T 田中悠太, タナカ ユウタ (500) 岩国工業 2 0.50 14 15 -1 Advanced
61 澁谷有亮, シブヤ ユウスケ (469) 大垣南 2 0.50 15 17 -2 Advanced
62 宮川恒, ミヤガワ ワタル (495) 龍谷平安高 2 0.50 14 16 -2 Advanced
63 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (418) 立教新座中 2 0.50 12 14 -2 Advanced
64 酒井哉瑠, サカイ カナル (411) 埼玉栄高 2 0.50 11 13 -2 Advanced
65T 西尾有紀哉, ニシオ ユキヤ (416) 立教新座高 2 0.50 14 17 -3 Advanced
65T 今井嵩友, イマイ タケト (480) 愛工大名電 2 0.50 14 17 -3 Advanced
67 岩本青龍, イワモト セイリュウ (481) 豊田大谷高 2 0.50 14 18 -4 Advanced
68 久保田大貴, クボタ ヒロキ (407) 与野高校 2 0.50 12 16 -4 Advanced



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69 江上大吾, エガミ ダイゴ (461) 大垣養老 2 0.50 13 18 -5 Advanced
70 川添琉斗, カワゾエ リュウト (473) 羽島北 2 0.50 10 16 -6 Advanced
71 小山英礼, コヤマ ヒデノリ (420) 慶應大 2 0.40 15 14 +1 Advanced
72 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (490) 津東 2 0.40 15 22 -7 Advanced
73T 秋本祐輔, アキモト ユウスケ (446) 慶應義塾高 1 0.25 14 16 -2 Advanced
73T 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458) 長野JRFC 1 0.25 14 16 -2 Advanced
75 大竹凛, オオタケ リン (466) 各務野 1 0.25 14 17 -3 Advanced
76 中原開世, ナカハラ カイセイ (426) 東京ガーデン 1 0.25 9 12 -3 Advanced
77 土井崇愛, ドイ タカヨシ (478) 愛工大名電 1 0.25 14 18 -4 Eliminated
78T 木場悠斗, キバ ユウト (485) エスコラピオス 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
78T 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (479) 愛工大名電 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
80 桑原信慈, クワバラ シンジ (463) 大垣養老 1 0.25 11 16 -5 Eliminated
81T 下村祐翔, シモムラ マサト (505) YAMAGUCHI 1 0.25 13 19 -6 Eliminated
81T 高橋拳一, タカハシ ケンイチ (476) 東海大翔洋 1 0.25 13 19 -6 Eliminated
81T 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (464) 大垣養老 1 0.25 13 19 -6 Eliminated
84 上村優斗, カミムラ ユウト (470) 大垣南 1 0.25 10 17 -7 Eliminated
85T 田中健斗, タナカ ケント (408) 与野高校 1 0.25 9 19 -10 Eliminated
85T 熊谷脩士, クマガイ シュウジ (456) 伊那北 1 0.25 9 19 -10 Eliminated
87 杉元達弥, スギモト タツヤ (442) KIRI.FC 1 0.25 8 19 -11 Eliminated
88 冨士本颯, フジモト ソウ (501) 岩国工業 1 0.20 17 20 -3 Eliminated
89 鎌倉京平, カマクラ キョウヘイ (455) 伊那北 1 0.20 16 23 -7 Eliminated
90 鈴木伊織, スズキ イオリ (412) 東洋大学 1 0.20 13 21 -8 Eliminated
91 鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (511) 鹿児島高 1 0.20 12 23 -11 Eliminated
92 谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (497) 清風 0 0.00 10 17 -7 Eliminated
93T 佐藤光琉, サトウ ヒカル (483) エスコラピオス 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
93T 林洸麟, ハヤシ コウリン (510) 鹿児島高 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
93T 篠原功, シノハラ コウ (421) スターフェン 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
96T 早田拓海, ハヤタ タクミ (447) 慶應義塾高 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
96T 佐藤仁哉, サトウ キミヤ (487) エスコラピオス 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
98T 金尾周平, カナオ シュウヘイ (493) 立命館高 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
98T 奥伊吹, オクダ イブキ (489) 津東 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
100 村田一公, ムラタ イッコウ (402) 米沢FS少 0 0.00 8 19 -11 Eliminated
101T 峯田大空, ミネタ ダイア (401) 米沢FS少 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
101T 林ケンスケ, ハヤシ ケンスケ (454) 西校フェン 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
101T 田中光己, タナカ ミツキ (506) YAMAGUCHI 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
104 花村俊哉, ハナムラ トシヤ (475) 羽島北 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
105T 小林東暉, コバヤシ ハルキ (488) エスコラピオス 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
105T 生川嵩起, ナルカワ コウキ (486) エスコラピオス 0 0.00 5 20 -15 Eliminated
107 清水淳弥, シミズ ジュンヤ (415) 立教新座高 0 0.00 8 25 -17 Eliminated
108 檜山直希, ヒヤマ ナオキ (403) 緑岡高校 0 0.00 5 25 -20 Eliminated
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Table of 8

(1) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
1

(8) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
2

Table of 16

(1) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
1

(16) 高橋未楽, タカハシ ミラク (417)
2

(9) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
3

(8) 杉本磨哉, スギモト マヤ (508)
4

Table of 32

(1) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (509)
1

(32) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
2

(17) 藤井凌大, フジイ リョウタ (460)
3

(16) 高橋未楽, タカハシ ミラク (417)
4

(9) 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458)
5

(24) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
6

(25) 杉本磨哉, スギモト マヤ (508)
7

(8) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405)
8

Table of 64

(1) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (509)
1

(64) 酒井哉瑠, サカイ カナル (411)
2

(33) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
3

(32) 西川祥立, ニシカワ ショウタ (474)
4

(17) 藤井凌大, フジイ リョウタ (460)
5

(48) 山田晃暉, ヤマダ コウキ (472)
6

(49) 斎脇拓海, サイワキ タクミ (434)
7

(16) 高橋未楽, タカハシ ミラク (417)
8

(9) ウェディシンハジュン, ウェディシンハ ジュン (494)
9

(56) 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458)
10

(41) 小津貴慈, オヅ タカシゲ (482)
11

(24) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
12

(25) 杉本磨哉, スギモト マヤ (508)
13

(40) 田村純也, タムラ ジュンヤ (419)
14

(57) 名倉京佑, ナクラ キョウスケ (437)
15

(8) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405)
16

Table of 128

(1) 木内博哉, キウチ ヒロヤ (509)
高松北高

(65) 今井嵩友, イマイ タケト (480)
愛工大名電

(64) 酒井哉瑠, サカイ カナル (411)
埼玉栄高

(33) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)

プラチナ

(32) 西川祥立, ニシカワ ショウタ (474)

羽島北

(17) 藤井凌大, フジイ リョウタ (460)
朝日大

(48) 山田晃暉, ヤマダ コウキ (472)
羽島北

(49) 斎脇拓海, サイワキ タクミ (434)

日大

(16) 高橋未楽, タカハシ ミラク (417)
立教新座中

(9) ウェディシンハジュン, ウェディシンハ ジュン (494)

立命館大

(73) 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458)
長野JRFC

(56) 小林聖矢, コバヤシ セイヤ (457)

伊那北

(41) 小津貴慈, オヅ タカシゲ (482)
エスコラピオス

(24) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
中央大

(25) 杉本磨哉, スギモト マヤ (508)
高松北高

(40) 田村純也, タムラ ジュンヤ (419)

慶應大

(57) 名倉京佑, ナクラ キョウスケ (437)

法政大

(72) 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (490)

津東

(8) 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405)

栃木商業
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Table of 8

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
3

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
4

Table of 16

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
5

(12) 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436)
6

(13) 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449)
7

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
8

Table of 32

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
9

10

(21) 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436)
11

12

(13) 安井琥珀, ヤスイ コハク (451)
13

(20) 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449)
14

(29) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438)
15

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
16

Table of 64

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
17

(60) 大津陽平, オオツ ヨウヘイ (430)
18

(37) 梶原三厳, カジワラ ミツヨシ (429)
19

20

(21) 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436)
21

(44) 今井海斗, イマイ カイト (491)
22

(53) 森井亮介, モリイ リョウスケ (410)
23

24

(13) 水谷天風, ミズタニ タカセ (484)
25

(52) 安井琥珀, ヤスイ コハク (451)
26

(45) 室永優, ムロナガ ユウ (452)
27

(20) 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449)
28

(29) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438)
29

(36) 小城颯人, コジョウ ハヤト (439)
30

(61) 澁谷有亮, シブヤ ユウスケ (469)
31

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
32

Table of 128

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
中央大

(69) 江上大吾, エガミ ダイゴ (461)
大垣養老

(60) 大津陽平, オオツ ヨウヘイ (430)

日体大

(37) 梶原三厳, カジワラ ミツヨシ (429)

東京農大

大垣南

(21) 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436)

法政大

(44) 今井海斗, イマイ カイト (491)
京産大

(53) 森井亮介, モリイ リョウスケ (410)
埼玉栄高

(76) 中原開世, ナカハラ カイセイ (426)

東京ガーデン

明治大

(13) 水谷天風, ミズタニ タカセ (484)
エスコラピオス

(52) 安井琥珀, ヤスイ コハク (451)
法政二中

(45) 室永優, ムロナガ ユウ (452)
SEIBU

(20) 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449)
専修大

(29) 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438)

三田FC

(36) 小城颯人, コジョウ ハヤト (439)

三田FC普

(61) 澁谷有亮, シブヤ ユウスケ (469)

大垣南

(68) 久保田大貴, クボタ ヒロキ (407)
与野高校

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)

栃木商業
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Table of 8

(3) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)
5

(6) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
6

Table of 16

(3) 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459)
9

(14) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)
10

(11) 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433)
11

(6) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
12

Table of 32

(3) 宮川恒, ミヤガワ ワタル (495)
17

(30) 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459)
18

(19) 前原雄二, マエハラ ユウジ (425)
19

(14) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)
20

(11) 中島直樹, ナカジマ ナオキ (435)
21

(22) 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433)
22

(27) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
23

(6) 金田和樹, カネダ カズキ (428)
24

Table of 64

33

(62) 宮川恒, ミヤガワ ワタル (495)
34

(35) 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459)
35

(30) 中野雄斗, ナカノ ユウト (496)
36

(19) 前原雄二, マエハラ ユウジ (425)
37

(46) 伊藤颯馬, イトウ ソウマ (448)
38

(51) 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (503)
39

(14) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)
40

(11) 中島直樹, ナカジマ ナオキ (435)
41

42

(43) 内山太智, ウチヤマ タイチ (492)
43

(22) 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433)
44

(27) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
45

(38) 杠星哉, ユズリハ セイヤ (431)
46

(59) 川添琉斗, カワゾエ リュウト (473)
47

(6) 金田和樹, カネダ カズキ (428)
48

Table of 128

慶應義塾高

(67) 岩本青龍, イワモト セイリュウ (481)

豊田大谷高

(62) 宮川恒, ミヤガワ ワタル (495)
龍谷平安高

(35) 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459)

朝日大

(30) 中野雄斗, ナカノ ユウト (496)
清風

(19) 前原雄二, マエハラ ユウジ (425)

東亜学園

(46) 伊藤颯馬, イトウ ソウマ (448)
専修大

(51) 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (503)

岩国工業

(14) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)

岩国工業

(11) 中島直樹, ナカジマ ナオキ (435)

日大

各務野

(54) 角坂大陸, カクサカ リク (414)
立教新座高

(43) 内山太智, ウチヤマ タイチ (492)

京産大

(22) 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433)

日大

(27) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)

岩国工業

(38) 杠星哉, ユズリハ セイヤ (431)
日体大

(59) 貝沼侑哉, カイヌマ ユウヤ (462)

大垣養老

(70) 川添琉斗, カワゾエ リュウト (473)

羽島北

(6) 金田和樹, カネダ カズキ (428)
東京農大
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Table of 8

(7) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)
7

(2) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
8

Table of 16

(7) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)
13

(10) 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477)
14

(15) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
15

(2) 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444)
16

Table of 32

25

(26) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)
26

(23) 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477)
27

(10) 佐々木功喜, ササキ コウキ (432)
28

(15) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
29

(18) 中本尚志, ナカモト ナオシ (504)
30

(31) 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444)
31

(2) 松本龍, マツモト リュウ (427)
32

Table of 64

49

(58) 田中悠太, タナカ ユウタ (500)
50

51

(26) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)
52

(23) 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477)
53

(42) 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (467)
54

(55) 伊藤貴斗, イトウ タカト (468)
55

(10) 佐々木功喜, ササキ コウキ (432)
56

(15) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
57

(50) 大竹諒, オオタケ リョウ (465)
58

(47) 中本尚志, ナカモト ナオシ (504)
59

60

(31) 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444)
61

(34) 上出日向, カミデ ヒュウガ (450)
62

(63) 西尾有紀哉, ニシオ ユキヤ (416)
63

(2) 松本龍, マツモト リュウ (427)
64

Table of 128

早稲田大

(71) 小山英礼, コヤマ ヒデノリ (420)
慶應大

(58) 田中悠太, タナカ ユウタ (500)
岩国工業

埼玉栄高

(26) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)

高松北高

(23) 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477)

愛工大名電

(42) 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (467)
各務野

(55) 伊藤貴斗, イトウ タカト (468)
大垣南

(74) 秋本祐輔, アキモト ユウスケ (446)

慶應義塾高

(10) 佐々木功喜, ササキ コウキ (432)

日大

(15) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
沼田高校

(50) 大竹諒, オオタケ リョウ (465)
各務野

(47) 中本尚志, ナカモト ナオシ (504)

YAMAGUCHI

清風

(31) 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444)

慶應義塾高

(34) 上出日向, カミデ ヒュウガ (450)
法政二高

(63) 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (418)

立教新座中

(66) 西尾有紀哉, ニシオ ユキヤ (416)

立教新座高

(2) 松本龍, マツモト リュウ (427)
王子総合



JRME

(1) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
1

Finals

(1) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
1

(2) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
2

Semi-Finals

(1) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
1

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
2

(3) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
3

(2) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
4

Table of 8

(1) 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
プラチナ

(8) 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
中央大

(5) 石井一希, イシイ カズキ (422)
中央大

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)

栃木商業

(3) 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)

岩国工業

(6) 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
岩国工業

(7) 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)

高松北高

(2) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
沼田高校

(3) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
1

Fence-off for Third

(4) 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)

栃木商業

(3) 関原麗允, セキハラ レイ (406)
沼田高校
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第6回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会
2018年10月7日 - 15:00
FE_FIE_0012

Place Name Country Birthdate
1 田尻航大, タジリ コウダイ (423)
2 大谷謙介, オオヤ ケンスケ (502)
3 関原麗允, セキハラ レイ (406)
4 武井琉晟, タケイ リュウセイ (404)
5 石井一希, イシイ カズキ (422)
6 菊池正太郎, キクチ ショウタロウ (499)
7 金髙大乘, カネタカ タイジョウ (507)
8 唐澤颯斗, カラサワ ハヤト (413)
9 高橋未楽, タカハシ ミラク (417)
10 齋藤憲司, サイトウ ケンジ (449)
11 沢村拓哉, サワムラ タクヤ (436)
12 宇都木勇輝, ウツギ ユウキ (433)
13 井上誉聡, イノウエ タカトミ (477)
14 杉本磨哉, スギモト マヤ (508)
15 大﨑練介, オオサキ レンスケ (444)
16 近藤勇大, コンドウ ユウタ (459)
17 木内博哉, キウチ ヒロヤ (509)
18 松本龍, マツモト リュウ (427)
19T 増田陽人, マスダ ヨヒト (441)
19T 金田和樹, カネダ カズキ (428)
21 伊藤海之亮, イトウ ウミノスケ (405)
22 佐々木功喜, ササキ コウキ (432)
23T 毛利凌乙, モウリ リク (440)
23T 中島直樹, ナカジマ ナオキ (435)
25 藤井凌大, フジイ リョウタ (460)
26 前原雄二, マエハラ ユウジ (425)
27 森孝太, モリ コウタ (471)
28 坂藤秀昌, サカトウ ヒデマサ (438)
29 中本尚志, ナカモト ナオシ (504)
30 安井琥珀, ヤスイ コハク (451)
31 宮川恒, ミヤガワ ワタル (495)
32 杉岡瑞基, スギオカ ミズキ (458)
33 中島恒, ナカジマ コウ (445)
34 ウェディシンハジュン, ウェディシンハ ジュン (494)
35 水谷天風, ミズタニ タカセ (484)
36 勝部拳, カツベ ケン (498)
37 中野雄斗, ナカノ ユウト (496)
38 西川祥立, ニシカワ ショウタ (474)
39 上出日向, カミデ ヒュウガ (450)
40 小城颯人, コジョウ ハヤト (439)
41 梶原三厳, カジワラ ミツヨシ (429)
42 杠星哉, ユズリハ セイヤ (431)
43 小栗理基, オグリ リキ (409)
44 田村純也, タムラ ジュンヤ (419)
45 小津貴慈, オヅ タカシゲ (482)
46 後藤悠希, ゴトウ ハルキ (467)
47T 内山太智, ウチヤマ タイチ (492)
47T 今井海斗, イマイ カイト (491)
49 室永優, ムロナガ ユウ (452)
50 伊藤颯馬, イトウ ソウマ (448)
51 山田晃暉, ヤマダ コウキ (472)
52 斎脇拓海, サイワキ タクミ (434)
53T 大竹諒, オオタケ リョウ (465)
53T 山代屋和史, ヤマシロヤ カズシ (503)
55 森井亮介, モリイ リョウスケ (410)
56 伊藤貴斗, イトウ タカト (468)
57 名倉京佑, ナクラ キョウスケ (437)
58T 田中悠太, タナカ ユウタ (500)
58T 大津陽平, オオツ ヨウヘイ (430)
60 澁谷有亮, シブヤ ユウスケ (469)
61 酒井哉瑠, サカイ カナル (411)
62 西尾有紀哉, ニシオ ユキヤ (416)
63 川添琉斗, カワゾエ リュウト (473)
64 大竹凛, オオタケ リン (466)
65 角坂大陸, カクサカ リク (414)
66 小林聖矢, コバヤシセイヤ (457)
67 貝沼侑哉, カイヌマ ユウヤ (462)
68 堀北稜介, ホリキタ リョウスケ (418)



Place Name Country Birthdate
69 今井嵩友, イマイ タケト (480)
70 岩本青龍, イワモト セイリュウ (481)
71 久保田大貴, クボタ ヒロキ (407)
72 江上大吾, エガミ ダイゴ (461)
73 小山英礼, コヤマ ヒデノリ (420)
74 中田憲佑, ナカタ ケンスケ (490)
75 秋本祐輔, アキモト ユウスケ (446)
76 中原開世, ナカハラ カイセイ (426)
77 土井崇愛, ドイ タカヨシ (478)
78T 木場悠斗, キバ ユウト (485)
78T 古橋諒樹, フルハシ リョウキ (479)
80 桑原信慈, クワバラ シンジ (463)
81T 和田イカデ俊, ワダイカデ ジュン (464)
81T 高橋拳一, タカハシ ケンイチ (476)
81T 下村祐翔, シモムラ マサト (505)
84 上村優斗, カミムラ ユウト (470)
85T 熊谷脩士, クマガイ シュウジ (456)
85T 田中健斗, タナカ ケント (408)
87 杉元達弥, スギモト タツヤ (442)
88 冨士本颯, フジモト ソウ (501)
89 鎌倉京平, カマクラ キョウヘイ (455)
90 鈴木伊織, スズキ イオリ (412)
91 鍋川原颯太, ナベカワハラ ソウタ (511)
92 谷端条哉, タニバタ ジョウヤ (497)
93T 佐藤光琉, サトウ ヒカル (483)
93T 林洸麟, ハヤシ コウリン (510)
93T 篠原功, シノハラ コウ (421)
96T 早田拓海, ハヤタ タクミ (447)
96T 佐藤仁哉, サトウ キミヤ (487)
98T 金尾周平, カナオ シュウヘイ (493)
98T 奥伊吹, オクダ イブキ (489)
100 村田一公, ムラタ イッコウ (402)
101T 峯田大空, ミネタ ダイア (401)
101T 林ケンスケ, ハヤシ ケンスケ (454)
101T 田中光己, タナカ ミツキ (506)
104 花村俊哉, ハナムラ トシヤ (475)
105T 小林東暉, コバヤシ ハルキ (488)
105T 生川嵩起, ナルカワ コウキ (486)
107 清水淳弥, シミズ ジュンヤ (415)
108 檜山直希, ヒヤマ ナオキ (403)
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