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第７回東かがわ市⻑杯フェンシング⼤会
ジュニア男⼦エペ

とらまるてぶくろ体育館
令和元年７⽉６⽇（⼟）

 
 
      全ﾗﾝｸ
 

 ﾗﾝｷﾝｸﾞ  姓  名  国  ｸﾗﾌﾞ 
 1  中島 恒  なかじま こう    慶應義塾⼤学 
 2  ⼤⾕ 謙介  おおや けんすけ    ⼭⼝県⽴岩国⼯業⾼等学校 
 3  井上 誉聡  いのうえ たかとみ    ⽴命館⼤学 
 4  宿院 徳真  しゅくいん とくま    同志社⼤学 
 5  中島 直輝  なかじまなおき    ⽇本⼤学 
 6  杉本 磨哉  すぎもと まや    東京農業⼤学 
 7  服部 佑紀  はっとり ゆうき    ⿓⾕⼤学 
 8  澁⾕ 有亮  しぶや ゆうすけ    東京農業⼤学 
 9  伊藤 海之亮  いとううみのすけ    栃⽊商業⾼校 
 9  野島 玲央  のしまれお    中央⼤学 

 11  森井 亮介  もりい りょうすけ    埼⽟栄⾼校 
 12  濱中 雅也  はまなかまさや    愛知⼯業⼤学 
 13  佐藤 武揚  さとう たけあき    朝⽇⼤学 
 14  ⼤前 篤史  おおまえ あつし    ⾹川県⽴⾼松北⾼等学校 
 15  ⼟井 崇愛  どい たかよし    愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 
 16  ⽜草 倫太朗  うしくさ りんたろう    ⽴教⼤学 
 17  ⼩栗 理基  おぐり りき    ⽇本体育⼤学 
 18  関原 麗允  せきはら れい    群⾺県⽴沼⽥⾼等学校 
 19  浅井 瑛⽃  あさい えいと    京都府⽴⼄訓⾼等学校 
 20  ⼤⽵ 諒  おおたけ りょう    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 21  ⾕ 紘輔  たに こうすけ    和歌⼭県⽴箕島⾼等学校 
 22  内⼭ 太智  うちやまたいち    京都産業⼤学 
 23  ⼾井 和希  とい かずき    ⽇本体育⼤学 
 23  ⼊⾕ 和輝  いりたに かずき    関⻄学院⼤学 
 23  平松 良規  ひらまつよしき    ⽇本⼤学 
 26  酒井 哉瑠  さかい かなる    埼⽟栄⾼校 
 27  ⽥中 光⼰  たなかみつき    YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 
 28  伊藤 貴⽃  いとうたかと    ⽇本⼤学 
 29  宮川 恒  みやがわ わたる    同志社⼤学 
 30  ⾼橋 拳⼀  たかはし けんいち    静岡翔洋⾼等学校 
 31  ⼩津 貴慈  おづたかしげ    京都産業⼤学 
 32  下村 祐翔  しもむらまさと    YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 
 33  古橋 諒樹  ふるはし りょうき    愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 
 34  ⻄村 拓  にしむら たく    ⿓⾕⼤学付属平安⾼等学校・中学校 
 35  ⼤⽵ 凛  おおたけ りん    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 36  ⼭代屋 和史  やましろや かずし    ⼭⼝県⽴岩国⼯業⾼等学校 
 37  平井 雄⼤  ひらいゆうだい    法政⼤学第⼆⾼等学校 
 38  幡野 ⼀貴  はたのかずき    明治⼤学 
 39  ⽥尻 崇史  たじり たかふみ    ⽴教⼤学 
 40  上出 ⽇向  かみで ひゅうが    法政⼤学第⼆⾼等学校 
 41  加藤 諒也  かとう りょうや    愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 
 42   
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 川⻄ 純功  かわにし よしのり  ⽴命館中学校・⾼等学校 
 43  中⽥ 憲佑  なかた けんすけ    三重県⽴津東⾼等学校 
 44  ⽊内 博哉  きうち ひろや    ⾹川県⽴⾼松北⾼等学校 
 45  ⼤⽮ 颯⽃  おおや はやと    愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 
 46  ⽥中 仁  たなかじん    安来⾼等学校 
 47  永津 稜⿇  ながつ りょうま    愛知⼯業⼤学名電中学校 
 47  三宅 正悟  みやけ しょうご    岡⼭県⽴⽟野光南⾼等学校 
 49  ⽔野 真夏⽃  みずの まなと    ⾹川県⽴⾼松北⾼等学校 
 49  國本 ⼤祐  くにもと だいすけ    ⾼知県⽴⾼知南⾼等学校 
 51  加藤 巨樹  かとう なおき    ⽇本体育⼤学 
 51  柏崎 瑞仁  かしわざきあやひと    明治⼤学 
 53  三浦 基輝  みうら もとき    東京農業⼤学 
 54  鈴⽊ ⼤陸  すずき だいち    ⼤垣南⾼等学校 
 55  岡⽥ 寛⼤  おかだ かんだい    近畿⼤学 
 56  安⽥ 結直  やすだ ゆうな    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 56  藤原 ⼤⼆朗  ふじはらだいじろう    安来⾼等学校 
 58  ⾙沼 侑哉  かいぬま ゆうや    ⼤垣養⽼⾼校 
 59  上京⽥ 陽海  かみきょうだ はるか    ⿅児島ＪＲ．フェンシングクラブ 
 60  ⼤⽯ 翼  おおいし つばさ    ⾹川県⽴三本松⾼等学校 
 61  ⾦尾 周平  かなお しゅうへい    ⽴命館中学校・⾼等学校 
 62  景⼭ 優希  かげやま ゆうき    松江⼯業⾼校 
 63  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 
 64  岩本 ⻘⿓  いわもとせいりゅう    豊⽥⼤⾕⾼等学校 
 65  堀本 達郎  ほりもと たつろう    盈進⾼等学校 
 66  ⽊村 伊織  きむら いおり    近畿⼤学 
 67  滝本 智也  たきもと ともや    ⿓⾕⼤学付属平安⾼等学校・中学校 
 68  ⽥中 ⾵舞  たなか ふうま    同志社⼤学 
 69  江上 ⼤吾  えがみ だいご    ⼤垣養⽼⾼校 
 70  川添 琉⽃  かわぞえりゅうと    岐⾩県⽴⽻島北⾼等学校 
 71  ⻄川 ⼤智  にしかわだいち    法政⼤学第⼆⾼等学校 
 72  ⼤平 陽平  おおひら ようへい    徳島県⽴城ノ内⾼等学校 
 73  于 ⼤慶  う だいけい    ⽴命館中学校・⾼等学校 
 74  池⼾ 秀⼤  いけど しゅうと    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 75  ⽩⽯ 光  しらいし ひかる    熊本県⽴翔陽⾼等学校 
 75  杉⼭ 雅治  すぎやま まさはる    ⿓⾕⼤学付属平安⾼等学校・中学校 
 75  岡本 ⼤知  おかもと だいち    法政⼤学第⼆⾼等学校 
 78  濱⼝ 圭汰  はまぐち けいた    ⼭⼝県⽴岩国⼯業⾼等学校 
 78  ⽥中 佑汰  たなかゆうた    愛知⼯業⼤学 
 80  光⽥ 陽翔  みつだ はると    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 81  井上 ⻯平  いのうえ りょうへい    慶應義塾⼤学 
 82  井原 佑介  いはら ゆうすけ    ⾹川県⽴⾼松北⾼等学校 
 83  中川 粋  なかがわ いき    宮崎学園⾼等学校 
 83  上⽥ 清名  うえだ せな    岐⾩県⽴岐⾩各務野⾼等学校 
 83  ⼩野 翔太  おの しょうた    熊本県⽴翔陽⾼等学校 
 86  鈴⽊ 遥介  すずき ようすけ    法政⼤学第⼆⾼等学校 
 86  ⼩⻄ 慧  こにし けい    ⿓⾕⼤学 
 86  今井 嵩友  いまい たけと    愛知⼯業⼤学名電⾼等学校 
 89  伊東 新⼀郎  いとう しんいちろう    ⿓⾕⼤学付属平安⾼等学校・中学校 
 90  井上 竣太  いのうえ しゅんた    ⿃取県⽴⿃取⼯業⾼等学校 
 91  前⽥ 拓海  まえだたくみ    ⼭⼝県⽴熊⽑南⾼等学校 
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