
順位 所属 氏名 順位 所属 氏名 順位 所属 氏名

1 明治大学 久米春貴 1 愛商高教 請井　貴 1 愛工大 島田翔大

2 愛知ＦＣ 川地　潤 2 南山大学 澤田祥大 2 愛工大附中 加藤　響

3 愛工大附属中 太田拓輝 3 コスモＦＣ 平谷皓倫 3 名電ＪＦＣ 弓長昇主

4 愛商高教 請井　貴 4 南山大学 吉田旭良 4 愛商高教 請井　貴

5 愛知ＦＣ 加藤　玄 5 中京大Ｊｒ 岩本青龍

6 愛工大附属中 加藤　響 6 コスモＦＣ 小澤昌史

7 コスモＦＣ 永井寛也 7 コスモＦＣ 石垣伸浩

8 愛工大附属中 古橋諒樹 8 コスモＦＣ 永井久史

9 コスモＦＣ 平谷皓倫 9 コスモＦＣ 深山隆徳

10 愛工大附属中 伊藤真吾

11 中京大Ｊｒ 岩本青龍

12 コスモＦＣ 永井久史

13 コスモＦＣ 小澤昌史

14 名電ＪＦＣ 弓長昇主

15 愛工大附属中 山口倫生

順位 所属 氏名 順位 所属 氏名 順位 所属 氏名

1 名電ＪＦＣ 弓長皇美子 1 南山大学 守作侑佳 1 至学館高校 置田紗也香

2 東郷ＦＣ 吉永由美子 2 東郷ＦＣ 吉永由美子 2 愛知商業高校 大平海広

3 コスモＦＣ 松原ゆかり 3 南山大学 内藤柚佳 3 愛知商業高校 川嶋理沙

4 コスモＦＣ 山口友美恵 4 コスモＦＣ 山口友美恵 4 至学館高校 谷口彩音

5 コスモＦＣ 松原ゆかり 5 愛知商業高校 後藤早貴

6 至学館高校 水野なつ

7 愛知商業高校 益田椎菜

8 鳴海高校 丹羽彩恵季

順位 所属 氏名 順位 所属 氏名 9 鳴海高校 橋本佳歩

1 愛工大名電高校 中島拓人 20 至学館高校 近藤青洋 10 愛知商業高校 大津澪菜

2 愛工大名電高校 森　晧己 21 愛知商業高校 坂東啓太 11 愛知商業高校 南　夏妃

3 愛工大名電高校 平田佳史樹 22 愛知商業高校 山田紘暉 12 愛知商業高校 井上結唯

4 愛工大名電高校 加藤雅望 23 愛知商業高校 丹羽　彬 13 至学館高校 安江幸奈

5 愛工大名電高校 原田敦矢 24 至学館高校 仲尾次紅輝 14 至学館高校 對馬日菜子

6 愛工大名電高校 加藤大雅 25 鳴海高校 篠原和真 15 鳴海高校 當眞　浄

7 愛工大名電高校 大橋竜士 26 鳴海高校 高見祐貴 16 鳴海高校 宮地マリヤ

8 愛知商業高校 鈴木翔貴 27 至学館高校 佐藤龍樹 17 愛知商業高校 中西朱音

9 愛工大名電高校 大平遼羽 28 鳴海高校 松井賢慈 18 鳴海高校 平岡佑菜

10 愛工大名電高校 木全裕大 29 鳴海高校 坂上直弥 19 鳴海高校 溝口鼓乃美

11 愛工大名電高校 伊澤雄登 30 愛知商業高校 蜜澤裕汰 20 愛知商業高校 石井穂乃香

12 愛工大名電高校 宮地恭平 31 鳴海高校 渡辺岳斗 21 鳴海高校 箕浦寧子

13 愛工大名電高校 井上誉聡 22 愛知商業高校 山口まひろ

14 至学館高校 藤原光貴 23 至学館高校 長江美来

15 愛工大名電高校 加賀匠馬

16 愛工大名電高校 梶川裕生

17 愛工大名電高校 松田隆之介

18 愛工大名電高校 篠田雄大

19 鳴海高校 村井拓実

一般女子 高校女子

フルーレ

高校男子

フルーレ エペ フルーレ

平成28年度市民スポーツ祭

　日付：平成28年8月14日

　場所：愛知工業大学名電高等学校フェンシング場

一般男子

フルーレ エペ サーブル


