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全国エペ・チャレンジカップ（ジュニア・カデ）香川県大会
カデ男子
とらまるてぶくろ体育館
平成30年9月15日（土）
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姓名
山代屋 和史 やましろや かずし
伊藤 海之亮 いとう うみのすけ
木場 悠斗 きば ゆうと
西村 拓 にしむら たく
角坂 大陸 かくさか りく
藤原大二朗 ふじはらだいじろう
古橋 諒樹 ふるはし りょうき
後藤 悠希 ごとう はるき
金尾 周平 かなお しゅうへい
山口 倫生 やまぐち ともき
伊勢 碧 いせ あおい
小城 颯人 こじょう はやと
瀬川 智大 せがわ ともひろ
干場 雄大 ほしば ゆうだい
池田 遥都 いけだ はると
有働 隆汰 うどう りゅうた
宮田 拓海 みやた たくみ
篠原 功 しのはら こう
松井 孝介 まつい こうすけ
上村 明武 うえむら あきむ
高野 留聖 たかの りゅうせい
平井 雄大 ひらい ゆうだい
藤田 聖 ふじた せい
加藤 諒也 かとう りょうや
上出 日向 かみで ひゅうが
今井 健人 いまい けんと
石橋 臣都 いしばし おみと
阿部 航大 あべ こうだい
下村祐翔 しもむらまさと
酒井 哉瑠 さかいかなる
松岡 蓮 まつおか れん
篠田 真吾 しのだ しんご
大石 翼 おおいし つばさ
大矢 颯斗 おおや はやと
中本尚志 なかもとなおし
清水 淳弥 しみず じゅんや
西尾 有起哉 にしお ゆきや
田中光己 たなかみつき
田島陸 たしまりく
今井 嵩友 いまい たけと
和田イカデ俊 わだいかでじゅん
坂本 陸 さかもと りく

ｸﾗﾌﾞ
山口県立岩国工業高等学校
栃木県立栃木商業高等学校
エスコラピオス学園 海星高等学校
龍谷大平安高等学校
立教新座高等学校
島根県立安来高等学校
愛知工業大学名電高等学校
岐阜各務高校
立命館高等学校
愛知工業大学名電中学校
徳島クラブ
三田FC普通部
立教新座高等学校
エスコラピオス学園 海星高等学校
別府翔青高校
鹿児島県立鹿児島南高等学校
高知南高校
スターフェンシングアカデミー
別府翔青高校
東かがわフェンシングクラブ
聖籠JFC
法政大学第二高等学校
札幌大谷高等学校
愛知工業大学名電高等学校
法政大学第二高等学校
徳島クラブ
香川県立高松北中学校
法政大学第二高等学校
YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
埼玉栄高等学校
香川県立高松北高等学校
高岡古城FC
香川県立三本松高等学校
愛知工業大学名電高等学校
YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
立教新座高等学校
立教新座高等学校
YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー
熊本県立翔陽高等学校
愛知工業大学名電高等学校
岐阜県立大垣養老高校
香川県立三本松高等学校

吉原 煌亜 よしはら こうあ
永津 稜麻 ながつ りょうま
小野翔太 おのしょうた
猪塚 大登 いづか ひろと
三居誠士 みついせいじ
三谷 知蔵 みたに ともぞう
廣瀬 裕司 ひろせ ゆうじ
中道 郡 なかみち ぐん
井原 佑介 いはら ゆうすけ
林 正太郎 はやし しょうたろう

明石JFC
愛知工業大学名電中学校
熊本県立翔陽高等学校
香川県立高松北高等学校
徳島県立城ノ内高等学校
香川県立高松高等学校
香川県立三本松高等学校
徳島クラブ
香川県立高松北高等学校
徳島クラブ

