
男子フルーレ
1  大前 篤史 高松北（香川） 15

大前 篤史
8  三居 誠士 城ノ内（徳島） 1 12

佐伯　新
5  大平 陽平 城ノ内（徳島） 14 15

佐伯　新
4  佐伯　新 松山城南（愛媛） 15 9

木内 博哉
3  山田 一八 高松北（香川） 15 15

山田 一八
6  坂本　陸 三本松（香川） 5 9

木内 博哉
7  宮田 拓海 高知南（香川） 9 15

木内 博哉
2  木内 博哉 高松北（香川） 15

女子フルーレ
1  蓮井 陽菜 高松北（香川） 15

蓮井 陽菜
8  木村 遥香 三島（愛媛） 4 15

蓮井 陽菜
5  佐々木 悠衣 高松（香川） 15 5

佐々木 悠衣
4  増金 いおり 城ノ内（徳島） 12 15

蓮井 陽菜
3  小原  文 高松北（香川） 15 8

小原  文
6  仁木 明日香 城ノ内（徳島） 5 15

小原  文
7  河村 萌乃 三島（愛媛） 7 10

明石 愛恵
2  明石 愛恵 高松北（香川） 15

男子エペ
1  木内 博哉 高松北（香川） 15

木内 博哉
8  梶原　陸 高松（香川） 6 15

木内 博哉
5  國本 大祐 高知南（高知） 15 11

國本 大祐
4  佐伯　新 松山城南（愛媛） 9 15

木内 博哉
3  大平 陽平 城ノ内（徳島） 11 14

宮田 拓海
6  宮田 拓海 高知南（高知） 15 13

宮田 拓海
7  川端　敦仁 高松（香川） 6 12

大石　翼
2  大石　翼 三本松（香川） 15



女子エペ
1  蓮井 陽菜 高松北（香川） 15

蓮井 陽菜
8  仁木 明日香 城ノ内（徳島） 4 14

蓮井 陽菜
5  定岡 愛奈 三島（愛媛） 10 13

橘　果穂
4  橘　果穂 三本松（香川） 11 11

蓮井 陽菜
3  市ヶ谷  愛 高松北（香川） 15 9

市ヶ谷  愛
6  大西 未夢 三島（愛媛） 7 13

明石 愛恵
7  長谷 実加子 城ノ内（徳島） 4 14

明石 愛恵
2  明石 愛恵 高松北（香川） 15

男子サーブル
1  川田 崇暉 三本松（香川） 15

川田 崇暉
8  猪塚 大登 高松北（香川） 4 15

川田 崇暉
5  大村 尚土 三島（愛媛） 10 0

田邉  凪
4  田邉  凪 愛媛大付属（愛媛） 15 15

川田 崇暉
3  野﨑　海人 三本松（香川） 15 6

野﨑　海人
6  福田 優翔 三島（愛媛） 8 7

久米　佑磨
7  藤田 拓巳 三島（愛媛） 6 15

久米　佑磨
2  久米　佑磨 三本松（香川） 15

女子サーブル
1  高橋 ひかり 三島（愛媛） 15

高橋 ひかり
8  小原　文 高松北（香川） 7 10

河村 萌乃
5  河村 萌乃 三島（愛媛） 15 15

河村 萌乃
4  網本　うた 三本松（香川） 4 15

河村 萌乃
3  石川 せと 三島（愛媛） 15 13

石川 せと
6  山下　紗季 三本松（香川） 8 15

石川 せと
7  植田　朱音 三本松（香川） 7 8

秦　美月
2  秦　美月 三島（愛媛） 15


