
2019/6/1～6/2 高松市牟礼総合体育館
フルーレ決勝リーグ

順位 氏名 校名・学年 勝敗

やまだ　かずや 5位 坂本　陸 三本松

山田　一八 6位 松村　尚輝 三本松

おおまえ　あつし 7位 関本　卓充 高松北

大前　篤史 8位 大石　翼 三本松

きうち　ひろや 9位 河村　葵 高松

木内　博哉

かわだ　そうき

川田　崇暉

エペ決勝トーナメント

順位 氏名 校名・学年 勝敗

きうち　ひろや 5位 井原　佑介 高松北

木内　博哉 6位 大前　篤史 高松北

かわばた　あつひと 7位 廣瀬　裕司 三本松

川端　敦仁 8位 久保　良樹 三本松

おおいし　つばさ 9位 河村　葵 高松

大石　翼

かじはら　りく

梶原　陸

サーブル決勝トーナメント

順位 氏名 校名・学年 勝敗

かわだ　そうき 5位 猪塚　大登 高松北

川田　崇暉 6位 関本　卓充 高松北

まつむら　なおき 7位 － －

松村　尚輝 8位 － －

くめ　ゆうま 9位 － －

久米　佑磨

のざき　かいと

野崎　海人

第59回　香川県高校総体記録［フェンシング]競技　　　個人対抗　男子　　　　　　　

１位から３位は突数・被突
数の差による

２位 高松・３年

４位

決勝 8－15 木内
準決勝 15－14 梶

原

三本松・３年
決勝 6－15 川田

準決勝 15－6 久米

４位 三本松・３年 ３敗

決勝 15－8 川端
準決勝 15－12 大

石

２勝１敗

１位 高松北・３年

１位 高松北・３年 ２勝１敗

２位 高松北・１年

３位 高松北・３年

２勝１敗

三本松・２年

３位決 11－15 大石
準決勝 14－15 川

端

三本松・３年

高松・３年

３位決 15－11大石
準決勝 12－15 木

内

１位

３位

決勝 15－6 松村
準決勝 15－3 野崎

３位決 8－15 久米
準決勝 3－15 川田

３位 三本松・２年

４位 三本松・２年

２位

３位決 15－8 野崎
準決勝 6－15 松村



201/6/1～6/2 高松市牟礼総合体育館
フルーレ決勝リーグ

順位 氏名 校名・学年 勝敗

おはら　あや 5位 鈴木　優那 三本松

小原　文 6位 近藤　なぎ咲 高松

はすい　ひな 7位 入谷　そら 高松北

蓮井　陽菜 8位 市ヶ谷　愛 高松北

あかし　まなみ 9位 植田　朱音 三本松

明石　愛恵

ささき　ゆい

佐々木　悠衣

エペ決勝トーナメント

順位 氏名 校名・学年 勝敗

あかし　まなみ 5位 吉田　有希 高松

明石　愛恵 6位 鈴木　優那 三本松

はすい　ひな 7位 中條　真桜 高松

蓮井　陽菜 8位 奥条　真那 高松

いちがたに　あい 9位 笠井　淑子 高松

市ヶ谷　愛

たちばな　かほ

橘　果穂

サーブル決勝トーナメント

順位 氏名 校名・学年 勝敗

えもと　あやの 5位 網本　うた 三本松

江本　彩乃 6位 松岡　愛莉 三本松

うえだ　あやね 7位 山内　亜由美 三本松

植田　朱音 8位 佐々木　悠衣 高松

やました　さき 9位 金子　新奈 三本松

山下　紗季

おはら　あや

小原　文

第59回　香川県高校総体記録［フェンシング]競技　　　個人対抗　女子　　　　　　　

３位決 7－15 市ヶ
谷

準決勝 10－15 蓮

４位 高松・３年 ３敗

三本松・２年

３位

４位 高松北・２年
３位決 2－15 山下
準決勝 7－15 江本

２位 三本松・３年
決勝 7－15 江本
準決勝 15－12 山

下

３位 三本松・３年
３位決 15－2 小原
準決勝 12－15 植

田

２位

１位 三本松・３年

高松北・３年
決勝 11－15 明石
準決勝 15－10 橘

決勝 15－7 植田
準決勝 15－7 小原

４位

１位

３位 高松北・２年
３位決 15－7 橘

準決勝 8－9 明石

１位 高松北・２年
決勝 15－11 蓮井

準決勝 9－8 市ヶ谷

高松北・２年

高松北・２年 １勝２敗

３勝

２位 高松北・３年 ２勝１敗


