
順位 学校名 順位 所属名 氏名 順位 所属名 氏名 順位 所属名 氏名
1 愛工大名電 1 愛工大名電 久米　春貴 1 愛工大名電 川北　信海 1 愛工大名電 森　皓己
2 鳴海 2 愛工大名電 丹羽　壮太 2 愛工大名電 篠原　瑞公 2 愛工大名電 中島　拓人
3 至学館 3 愛工大名電 川北　信海 3 愛知商業 李　宗浩 3 愛工大名電 久米　春貴
4 愛知商業 4 鳴海 永田　翔大 4 愛工大名電 木全　裕大 4 愛工大名電 平田佳史樹
5 惟進 5 至学館 神宮司真輝 5 愛工大名電 伊澤　雄登 5 愛工大名電 丹羽　壮太

6 愛工大名電 森　皓己 6 至学館 遠山　雄大 6 至学館 天野　寛久
7 愛工大名電 樋口　郁晃 7 愛工大名電 永井　靖人 7 至学館 髙田　宙
8 愛知商業 李　宗浩 8 愛工大名電 加藤　雅望 8 愛知商業 水谷　大絵
9 愛工大名電 中島　拓人 9 鳴海 桃谷　朋弘 9 鳴海 渡邊　大記
10 至学館 髙田　宙 10 鳴海 永田　翔大 10 鳴海 山中　大誠
11 愛工大名電 小堀　友暉 11 至学館 神宮司真輝 11 愛工大名電 梶間　健太
12 愛工大名電 永井　靖人 12 愛工大名電 樋口　郁晃 12 惟信 妻鹿　巧
13 愛工大名電 篠原　瑞公 13 愛工大名電 原田　敦矢 13 愛工大名電 小堀　友暉
14 至学館 天野　寛久 14 鳴海 濵島　翔 14 至学館 石神　俊樹
15 愛工大名電 加藤　雅望 15 愛工大名電 大橋　竜士
16 至学館 石神　俊樹 16 惟信 宮崎凛太朗
17 愛知商業 水谷　大絵
18 愛工大名電 伊澤　雄登
19 鳴海 渡邊　大記
20 愛工大名電 原田　敦矢
21 至学館 遠山　雄大
22 愛工大名電 梶間　健太
23 愛工大名電 大橋　竜士
24 愛工大名電 木全　裕大
25 鳴海 山中　大誠
26 愛工大名電 平田佳史樹
27 愛知商業 鈴木　翔貴
28 鳴海 桃谷　朋弘
29 鳴海 濵島　翔
30 惟信 本多　裕之
31 惟信 妻鹿　巧
32 惟信 宮崎凛太朗

順位 学校名 順位 所属名 氏名 順位 所属名 氏名 順位 所属名 氏名
1 愛知商業 1 愛知商業 柳原　紗衣 1 中京大中京 尾矢二千花 1 愛知商業 牧　明日香
2 至学館 2 至学館 佐藤　萌笑 2 大成 大北　美来 2 愛知商業 後藤　早貴
3 鳴海 3 愛知商業 小塚　麻由 3 愛知商業 小塚　麻由 3 豊田大谷 山田　ほのか

4 愛知商業 三井所莉華 4 至学館 佐藤　萌笑 4 愛知商業 中島　美咲
5 鳴海 森　未稀 5 至学館 置田紗也香 5 鳴海 水野　葵
6 愛知商業 中島　美咲 6 愛知商業 三井所莉華 6 至学館 森永　もも
7 愛知商業 牧　明日香 7 愛知商業 大平　海広 7 鳴海 森　未稀
8 至学館 服部　綾夏 8 愛知商業 柳原　紗衣
9 至学館 森永　もも 9 鳴海 青島　成美
10 愛知商業 大平　海広 10 至学館 服部　綾夏
11 愛知商業 大津　澪菜 11 愛知商業 大津　澪菜
12 愛知商業 後藤　早貴 12 惟信 舟橋　伶香
13 至学館 置田紗也香
14 鳴海 水野　葵
15 鳴海 青島　成美

『全国総合体育大会出場権』　学校対抗１位　　　　　　個人フルーレ１位～２位　　個人エペ・サーブル１位
『東海総合体育大会出場権』　学校対抗１位～２位　　個人フルーレ１位～４位　　個人エペ・サーブル１位～２位

個人サーブル個人エペ個人フルーレ学校対抗フルーレ

平成２７年度愛知県総合体育大会フェンシング競技
　日付　平成２７年５月２３日～２４日
　会場　知多市民体育館

男子
学校対抗フルーレ 個人フルーレ 個人エペ 個人サーブル

女子


