
牧野杯⼆⽇目種目

⼀般男⼦エペ
2019年2⽉24⽇ - 10:00

FINAL RESULTS

ROUND #1 - POOL - ROUND SEEDING

Place Name Club(s) Country

1 持⽥ 彰久 もちだ あきひさ (SE) 津久⾒⾼校

2 太⽥ 健⼆ おおた けんじ (SE) 熊本クラブ

3 ⼩坂 貞治 こさか さだはる (SE) 神⼾クラブ

4 鈴⽊ 康⼀ すずき こういち (SE) 熊本クラブ

5 本⽥ 稔⼆ ほんだ としかず (SE) 熊本クラブ

6 ⼭本 翔磨 やまもと しょうま (SE) 神⼾クラブ

7 ⽚島 章徳 かたしま あきのり (SE) 神⼾クラブ

8 廣⽥ 直樹 ひろた なおき (SE) 津久⾒⾼校

9 ⾶⽥ 正俊 ひだ まさとし (SE) 神⼾クラブ

10 稲倉 宗暉 いなくら むねき (SE) 宮崎県⽴宮崎南⾼等学校

11 植⽥ 悠介 うえだ ゆうすけ (SE) 別府翔⻘⾼校

12 ⼩野 翔太 おの しょうた (SE) 熊本県⽴翔陽⾼校

13 鈴⽊ 伊織 すずき いおり (SE) 東洋⼤学

14 ⽥島 陸 たしま りく (SE) 熊本県⽴翔陽⾼校

15 ⼟橋 和真 つちはし かずま (SE) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

16 荒⽊ 聖稀 あらき ひょうま (SE) 熊本県⽴翔陽⾼校

17 中原 究 なかはら きわむ (SE) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

18 板楠 ⼤知 いたくす だいち (SE) 熊本県⽴翔陽⾼校

19 ⼤曲 優太 おおまがり ゆうた (SE) ⼤分豊府⾼等学校

20 松井 孝介 まつい こうすけ (SE) 別府翔⻘⾼校

21 武⼝ 和彦 たけぐち かずひこ (SE) エンジョイ つくみ

22 浦崎 諒 うらさき りょう (SE) ⻑崎⼯業⾼校

23 平⼭ 利樹 ひらやま りき (SE) ⼤分豊府⾼等学校

24 三宅 堅 みやけ けん (SE) ⻑崎⼯業⾼校

25 牧 栄樹 まき えいき (SE) ⼤分豊府⾼等学校

26 三上 侑泰 みかみ ゆうた (SE) ⼤分豊府⾼等学校

27 浅井 ⼀ あさい いち (SE) ⻑崎⼯業⾼校

28 中尾 優輝 なかお ゆうき (SE) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

29 近藤 健太 こんどう けんた (SE) ⼤分豊府⾼等学校
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ROUND #1 - POOL - SCORES

POOL #1

Seed Name Class./Rank Club(s) Country Status

1 鈴⽊ 伊織 すずき いおり (SE) 1  東洋⼤学

2 ⾶⽥ 正俊 ひだ まさとし (SE) 2  神⼾クラ

3 鈴⽊ 康⼀ すずき こういち (SE) 3  熊本クラブ

4 平⼭ 利樹 ひらやま りき (SE) 4  ⼤分豊府⾼等学校

5 浅井 ⼀ あさい いち (SE) 5  ⻑崎⼯業⾼校

6 松井 孝介 まつい こうすけ (SE) 6  別府翔⻘⾼校

7 持⽥ 彰久 もちだ あきひさ (SE) 7  津久⾒⾼校

8 武⼝ 和彦 たけぐち かずひこ (SE) 8  エンジョイ つくみ

9 板楠 ⼤知 いたくす だいち (SE) 9  熊本県⽴翔陽⾼校

10 太⽥ 健⼆ おおた けんじ (SE) 10  熊本クラブ

11 ⼟橋 和真 つちはし かずま (SE) 11  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

12 稲倉 宗暉 いなくら むねき (SE) 12  宮崎県⽴

13 ⼩坂 貞治 こさか さだはる (SE) 13  神⼾クラ

14 ⼤曲 優太 おおまがり ゆうた (SE) 14  ⼤分豊府⾼等学校

15 浦崎 諒 うらさき りょう (SE) 15  ⻑崎⼯業⾼校

16 植⽥ 悠介 うえだ ゆうすけ (SE) 16  別府翔⻘⾼校

17 廣⽥ 直樹 ひろた なおき (SE) 17  津久⾒⾼校

18 ⽥島 陸 たしま りく (SE) 18  熊本県⽴翔陽⾼校

19 本⽥ 稔⼆ ほんだ としかず (SE) 19  熊本クラブ

20 中尾 優輝 なかお ゆうき (SE) 20  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

21 ⽚島 章徳 かたしま あきのり (SE) 21  神⼾クラ

22 近藤 健太 こんどう けんた (SE) 22  ⼤分豊府⾼等学校

23 三宅 堅 みやけ けん (SE) 23  ⻑崎⼯業⾼校

24 荒⽊ 聖稀 あらき ひょうま (SE) 24  熊本県⽴翔陽⾼校

25 中原 究 なかはら きわむ (SE) 25  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

26 ⼭本 翔磨 やまもと しょうま (SE) 26  神⼾クラ

27 牧 栄樹 まき えいき (SE) 27  ⼤分豊府⾼等学校

28 ⼩野 翔太 おの しょうた (SE) 28  熊本県⽴翔陽⾼校

29 三上 侑泰 みかみ ゆうた (SE) 29  ⼤分豊府⾼等学校

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

太⽥ 健⼆ おおた けんじ (SE)

熊本クラブ 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 14 +11

⽚島 章徳 かたしま あきのり (SE)

神⼾クラ 2 D4 V5 V5 V5 V5 4 0.80 24 14 +10

鈴⽊ 伊織 すずき いおり (SE)

東洋⼤学 3 D4 D2 V5 V5 D4 2 0.40 20 18 +2
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POOL #2

POOL #3

POOL #4

⼟橋 和真 つちはし かずま (SE)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 4 D2 D3 D1 V5 D3 1 0.20 14 20 -6

近藤 健太 こんどう けんた (SE)

⼤分豊府⾼等学校 5 D1 D1 D2 D0 D2 0 0.00 6 25 -19

⼩野 翔太 おの しょうた (SE)

熊本県⽴翔陽⾼校 6 D3 D3 V5 V5 V5 3 0.60 21 19 +2

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

本⽥ 稔⼆ ほんだ としかず (SE)

熊本クラブ 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 13 +12

⾶⽥ 正俊 ひだ まさとし (SE)

神⼾クラ 2 D4 V5 V5 V5 D4 3 0.60 23 12 +11

三上 侑泰 みかみ ゆうた (SE)

⼤分豊府⾼等学校 3 D2 D0 V5 D1 D1 1 0.20 9 24 -15

中尾 優輝 なかお ゆうき (SE)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 4 D2 D1 D4 D0 D1 0 0.00 8 25 -17

稲倉 宗暉 いなくら むねき (SE)

宮崎県⽴ 5 D2 D1 V5 V5 V5 3 0.60 18 14 +4

板楠 ⼤知 いたくす だいち (SE)

熊本県⽴翔陽⾼校 6 D3 V5 V5 V5 D3 3 0.60 21 16 +5

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

三宅 堅 みやけ けん (SE)

⻑崎⼯業⾼校 1 D2 D2 D3 D3 V5 1 0.20 15 22 -7

⼩坂 貞治 こさか さだはる (SE)

神⼾クラ 2 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 7 +18

⽥島 陸 たしま りく (SE)

熊本県⽴翔陽⾼校 3 V5 D2 D3 D4 V5 2 0.40 19 20 -1

武⼝ 和彦 たけぐち かずひこ (SE)

エンジョイ つくみ 4 V5 D1 V5 D2 D2 2 0.40 15 21 -6

鈴⽊ 康⼀ すずき こういち (SE)

熊本クラブ 5 V4 D1 V5 V5 V5 4 0.80 20 16 +4

牧 栄樹 まき えいき (SE)

⼤分豊府⾼等学校 6 D3 D1 D3 V5 D2 1 0.20 14 22 -8

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

持⽥ 彰久 もちだ あきひさ (SE)

津久⾒⾼校 1 V5 V4 V5 V5 V5 5 1.00 24 14 +10

植⽥ 悠介 うえだ ゆうすけ (SE)

別府翔⻘⾼校 2 D4 D3 V5 V5 V5 3 0.60 22 20 +2

⼭本 翔磨 やまもと しょうま (SE)

神⼾クラ 3 D3 V5 V5 V5 V5 4 0.80 23 10 +13

荒⽊ 聖稀 あらき ひょうま (SE) 4 D2 D3 D0 V4 D0 1 0.20 9 23 -14
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POOL #5

ROUND #2 - DE - ROUND SEEDING

熊本県⽴翔陽⾼校

平⼭ 利樹 ひらやま りき (SE)

⼤分豊府⾼等学校 5 D2 D4 D1 D3 V5 1 0.20 15 21 -6

浦崎 諒 うらさき りょう (SE)

⻑崎⼯業⾼校 6 D3 D3 D2 V5 D2 1 0.20 15 20 -5

# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind

廣⽥ 直樹 ひろた なおき (SE)

津久⾒⾼校 1 V5 D2 V4 V5 3 0.75 16 11 +5

⼤曲 優太 おおまがり ゆうた (SE)

⼤分豊府⾼等学校 2 D0 V5 D4 V5 2 0.50 14 14 0

中原 究 なかはら きわむ (SE)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 3 V5 D2 V5 V5 3 0.75 17 12 +5

松井 孝介 まつい こうすけ (SE)

別府翔⻘⾼校 4 D3 V5 D2 V5 2 0.50 15 16 -1

浅井 ⼀ あさい いち (SE)

⻑崎⼯業⾼校 5 D3 D2 D3 D3 0 0.00 11 20 -9

Seed Name Class./Rank Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status

1
⼩坂 貞治 こさか さだはる 
(SE)

13  神⼾クラ 5  1.00  25  7  +18  Advanced

2
本⽥ 稔⼆ ほんだ としかず 
(SE)

19  熊本クラブ 5  1.00  25  13  +12  Advanced

3 太⽥ 健⼆ おおた けんじ (SE) 10  熊本クラブ 5  1.00  25  14  +11  Advanced

4
持⽥ 彰久 もちだ あきひさ 
(SE)

7  津久⾒⾼校 5  1.00  24  14  +10  Advanced

5
⼭本 翔磨 やまもと しょうま 
(SE)

26  神⼾クラ 4  0.80  23  10  +13  Advanced

6
⽚島 章徳 かたしま あきのり 
(SE)

21  神⼾クラ 4  0.80  24  14  +10  Advanced

7
鈴⽊ 康⼀ すずき こういち 
(SE)

3  熊本クラブ 4  0.80  20  16  +4  Advanced

8 中原 究 なかはら きわむ (SE) 25 
⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校 3  0.75  17  12  +5  Advanced

9 廣⽥ 直樹 ひろた なおき (SE) 17  津久⾒⾼校 3  0.75  16  11  +5  Advanced

10 ⾶⽥ 正俊 ひだ まさとし (SE) 2  神⼾クラ 3  0.60  23  12  +11  Advanced

11
板楠 ⼤知 いたくす だいち 
(SE)

9  熊本県⽴翔陽⾼校 3  0.60  21  16  +5  Advanced

12
稲倉 宗暉 いなくら むねき 
(SE)

12  宮崎県⽴ 3  0.60  18  14  +4  Advanced
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ROUND #2 - DE - SCORES

13
植⽥ 悠介 うえだ ゆうすけ 
(SE)

16  別府翔⻘⾼校 3  0.60  22  20  +2  Advanced

14 ⼩野 翔太 おの しょうた (SE) 28  熊本県⽴翔陽⾼校 3  0.60  21  19  +2  Advanced

15
⼤曲 優太 おおまがり ゆうた 
(SE)

14  ⼤分豊府⾼等学校 2  0.50  14  14  0  Advanced

16
松井 孝介 まつい こうすけ 
(SE)

6  別府翔⻘⾼校 2  0.50  15  16  -1  Advanced

17 鈴⽊ 伊織 すずき いおり (SE) 1  東洋⼤学 2  0.40  20  18  +2  Advanced

18 ⽥島 陸 たしま りく (SE) 18  熊本県⽴翔陽⾼校 2  0.40  19  20  -1  Advanced

19
武⼝ 和彦 たけぐち かずひこ 
(SE)

8  エンジョイ つくみ 2  0.40  15  21  -6  Advanced

20 浦崎 諒 うらさき りょう (SE) 15  ⻑崎⼯業⾼校 1  0.20  15  20  -5  Advanced

21 平⼭ 利樹 ひらやま りき (SE) 4  ⼤分豊府⾼等学校 1  0.20  15  21  -6  Advanced

22
⼟橋 和真 つちはし かずま 
(SE)

11 
⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校 1  0.20  14  20  -6  Advanced

23 三宅 堅 みやけ けん (SE) 23  ⻑崎⼯業⾼校 1  0.20  15  22  -7  Advanced

24 牧 栄樹 まき えいき (SE) 27  ⼤分豊府⾼等学校 1  0.20  14  22  -8  Advanced

25
荒⽊ 聖稀 あらき ひょうま 
(SE)

24  熊本県⽴翔陽⾼校 1  0.20  9  23  -14  Advanced

26 三上 侑泰 みかみ ゆうた (SE) 29  ⼤分豊府⾼等学校 1  0.20  9  24  -15  Advanced

27 浅井 ⼀ あさい いち (SE) 5  ⻑崎⼯業⾼校 0  0.00  11  20  -9  Advanced

28 中尾 優輝 なかお ゆうき (SE) 20 
⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校 0  0.00  8  25  -17  Advanced

29
近藤 健太 こんどう けんた 
(SE)

22  ⼤分豊府⾼等学校 0  0.00  6  25  -19  Advanced

Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals

(1) ⼩坂 貞治 こさか
さだはる (SE)

神⼾クラ
(1) ⼩坂 貞治 こさか
さだはる (SE)

(32) -BYE-

(1) ⼩坂 貞治 こさか
さだはる (SE)

(17) 鈴⽊ 伊織 すず
き いおり (SE)

10 - 1 

東洋⼤学
(16) 鈴⽊ 伊織 すず
き いおり (SE)

(16) 松井 孝介 まつ
い こうすけ (SE)

10 - 7 

別府翔⻘⾼校
(1) ⼩坂 貞治 こさか
さだはる (SE)
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(9) 廣⽥ 直樹 ひろた
なおき (SE)

10 - 5 

津久⾒⾼校
(9) 廣⽥ 直樹 ひろた
なおき (SE)

(24) 牧 栄樹 まき
えいき (SE)

10 - 8 

⼤分豊府⾼等学校
(8) 廣⽥ 直樹 ひろた
なおき (SE)

(25) 荒⽊ 聖稀 あら
き ひょうま (SE)

10 - 8 

熊本県⽴翔陽⾼校
(8) 荒⽊ 聖稀 あらき
ひょうま (SE)

(8) 中原 究 なかはら
きわむ (SE)

10 - 3 

⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校

(1) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

(5) ⼭本 翔磨 やまも
と しょうま (SE)

10 - 7 

神⼾クラ
(5) ⼭本 翔磨 やまも
と しょうま (SE)

(28) 中尾 優輝 なか
お ゆうき (SE)

10 - 3 

⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校

(5) ⼭本 翔磨 やまも
と しょうま (SE)

(21) 平⼭ 利樹 ひら
やま りき (SE)

10 - 5 

⼤分豊府⾼等学校
(12) 稲倉 宗暉 いな
くら むねき (SE)

(12) 稲倉 宗暉 いな
くら むねき (SE)

9 - 5 

宮崎県⽴
(4) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

(13) 植⽥ 悠介 うえ
だ ゆうすけ (SE)

10 - 8 

別府翔⻘⾼校
(13) 植⽥ 悠介 うえ
だ ゆうすけ (SE)

(20) 浦崎 諒 うらさ
き りょう (SE)

10 - 8 

⻑崎⼯業⾼校
(4) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

(29) 近藤 健太 こん
どう けんた (SE)

10 - 2 

⼤分豊府⾼等学校
(4) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

(4) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

10 - 1 

津久⾒⾼校
(1) 持⽥ 彰久 もちだ
あきひさ (SE)

(3) 太⽥ 健⼆ おおた 10 - 7 
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けんじ (SE)

熊本クラブ
(3) 太⽥ 健⼆ おおた
けんじ (SE)

(30) -BYE-

(3) 太⽥ 健⼆ おおた
けんじ (SE)

(19) 武⼝ 和彦 たけ
ぐち かずひこ (SE)

10 - 6 

エンジョイ つくみ
(14) ⼩野 翔太 おの
しょうた (SE)

(14) ⼩野 翔太 おの
しょうた (SE)

10 - 4 

熊本県⽴翔陽⾼校
(3) 太⽥ 健⼆ おおた
けんじ (SE)

(11) 板楠 ⼤知 いた
くす だいち (SE)

10 - 6 

熊本県⽴翔陽⾼校
(11) ⼟橋 和真 つち
はし かずま (SE)

(22) ⼟橋 和真 つち
はし かずま (SE)

10 - 8 

⻑崎県⽴諫早商業⾼等
学校

(6) ⽚島 章徳 かたし
ま あきのり (SE)

(27) 浅井 ⼀ あさい
いち (SE)

10 - 6 

⻑崎⼯業⾼校
(6) ⽚島 章徳 かたし
ま あきのり (SE)

(6) ⽚島 章徳 かたし
ま あきのり (SE)

10 - 3 

神⼾クラ
(2) 太⽥ 健⼆ おおた
けんじ (SE)

(7) 鈴⽊ 康⼀ すずき
こういち (SE)

10 - 4 

熊本クラブ
(7) 鈴⽊ 康⼀ すずき
こういち (SE)

(26) 三上 侑泰 みか
み ゆうた (SE)

10 - 3 

⼤分豊府⾼等学校
(7) 鈴⽊ 康⼀ すずき
こういち (SE)

(23) 三宅 堅 みやけ
けん (SE)

10 - 5 

⻑崎⼯業⾼校
(10) ⾶⽥ 正俊 ひだ
まさとし (SE)

(10) ⾶⽥ 正俊 ひだ
まさとし (SE)

10 - 2 

神⼾クラ
(2) 鈴⽊ 康⼀ すずき
こういち (SE)

(15) ⼤曲 優太 おお
まがり ゆうた (SE)

10 - 9 

⼤分豊府⾼等学校
(15) ⽥島 陸 たしま
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りく (SE)

(18) ⽥島 陸 たしま
りく (SE)

10 - 9 

熊本県⽴翔陽⾼校
(2) 本⽥ 稔⼆ ほんだ
としかず (SE)

(31) -BYE- 10 - 6 

(2) 本⽥ 稔⼆ ほんだ
としかず (SE)

(2) 本⽥ 稔⼆ ほんだ
としかず (SE)

熊本クラブ

Fence-off for Third

(4) ⼩坂 貞治 こさか さ
だはる (SE)

神⼾クラ
(3) ⼩坂 貞治 こさか さ
だはる (SE)

(3) 鈴⽊ 康⼀ すずき こ
ういち (SE)

10 - 7 

熊本クラブ
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