
男子フルーレ
1  大前 篤史 高松北（香川） 15

大前 篤史
8  尾﨑 勇飛 高知小津（高知） 4 14

石橋 臣都
5  藤田 拓己 三島（愛媛） 4 15

石橋 臣都
4  石橋 臣都 高松北（香川） 15 15

石橋 臣都
3  関本 卓充 高松北（香川） 15 8

関本 卓充
6  山中 洋人 高知追手前（高知） 13 13

阿南 一眞
7  尾﨑 史龍 高知小津（高知） 7 15

阿南 一眞
2  阿南 一眞 高松北（香川） 15

女子フルーレ
1  後藤 千里 高松北（香川） 15

後藤 千里
8  西谷 明華 高松（香川） 2 15

後藤 千里
5  馬渕 倫佳 三島（愛媛） 11 2

近藤 美咲
4  近藤 美咲 三島（愛媛） 12 15

後藤 千里
3  三好 知里 高松北（香川） 14 5

中岡 葉月
6  中岡 葉月 松山学院（愛媛） 15 5

髙木 愛理
7  西良 怜菜 徳島文理（徳島） 4 15

髙木 愛理
2  髙木 愛理 高松（香川） 15

男子エペ
1  圓尾 晃生 高松北（香川） 14

山中 洋人
8  山中 洋人 高知追手前（高知） 15 9

宮田 拓海
5  宮田 拓海 高知南（高知） 15 15

宮田 拓海
4  尾﨑 勇飛 高知小津（高知） 9 10

水野 真夏斗
3  赤松　陽 高松北（香川） 12 15

赤松　陽
6  多田 弘之介 城ノ内（徳島） 6 7

水野 真夏斗
7  林 正太郎 徳島文理（徳島） 3 15

水野 真夏斗
2  水野 真夏斗 高松北（香川） 15



女子エペ
1  三好 知里 高松北（香川） 15

三好 知里
8  加藤　凛 三島（愛媛） 7 10

三好 知里
5  石川 夏帆 香川誠陵（香川） 7 7

西嶋 侑季美
4  西嶋 侑季美 高松北（香川） 15 15

三好 知里
3  花岡 亜美 徳島文理（徳島） 14 12

木藤 夢乃
6  木藤 夢乃 徳島文理（徳島） 15 6

髙木 愛理
7  嵯峨 菜都子 城ノ内（徳島） 5 15

髙木 愛理
2  髙木 愛理 高松（香川） 15

男子サーブル
1  山本 絢土 高知小津（高知） 15

山本 絢土
8  井内 颯太 三本松（香川） 2 7

明石　蓮
5  田邉  凪 愛媛大付属（愛媛） 13 15

明石　蓮
4  明石　蓮 三本松（香川） 15 11

大村 尚土
3  大村 尚土 三島（愛媛） 15 15

大村 尚土
6  大西 琳久 三島（愛媛） 8 15

大村 尚土
7  山﨑 直樹 徳島文理（徳島） 3 13

藤田 拓己
2  藤田 拓己 三島（愛媛） 15

女子サーブル
1  鈴木　琴 三島（愛媛） 15

鈴木　琴
8  西谷 明華 高松（香川） 6 10

後藤 千里
5  植村 紀香 三本松（香川） 5 15

後藤 千里
4  後藤 千里 高松北（香川） 15 15

後藤 千里
3  伊藤 花乃 三島（愛媛） 15 13

伊藤 花乃
6  山下 桃加 城ノ内（徳島） 12 12

村上 愛夢
7  大井 歌乃 三島（愛媛） 0 15

村上 愛夢
2  村上 愛夢 三島（愛媛） 15


