
第46回 東京都シニア男子サーブル個人戦手権大会

シニア男子サーブル

平成26年4月27日(日)

世田谷区立大蔵第二運動場体育館

      全ﾗﾝｸ

ﾗﾝｷﾝ  姓   名   国   ｸﾗﾌﾞ 
 1   徳南　堅太   トクナン　ケンタ      デロイトトーマツコンサルティン
 2   島村　智博   シマムラ　トモヒロ     警視庁 
 3   安藤　光平   アンドウ　コウヘイ     法政大学 
 3   吉岡　亜紀   ヨシオカ　アキ      岐阜クラブ 
 5   丹代　翔   タンダイ　ショウ      法政大学 
 6   新井　弘太   アライ　コウタ      NEXUS株式会社 
 7   古川　信清   フルカワ　ノブキヨ     日本大学 
 8   町田　拓哉   マチダ　タクヤ      慶応義塾大学 
 9   松野　稔樹   まつの　としき      朝日大学 

 10   宮山　亮   ミヤヤマ　リョウ      NEXUS株式会社 
 11   高橋　優作         法政大学 
 12   曽我　啓介   ソガ　ケイスケ      中央大学 
 13   星野　剣斗   ホシノ　ケント      帝京高校 
 14   大崎　葵一   オオサキ　キイチ      法政大学 
 15   小山　桂史   オヤマ　ケイシ      クラーク記念国際高等学校 
 16   杉田　賢人   スギタ　ケント      明治大学 
 17   坪井　浩平   ツボイ　コウヘイ      和歌山クラブ 
 18   川浪　光輝   かわなみ　こうき      朝日大学 
 19   島田　義人   シマダ　ヨシト      明治大学 
 20   森　翔一   モリ　ショウイチ      日本大学 
 21   山口　徹   ヤマグチ　トオル      和歌山クラブ 
 22   永田　峻   ナガタ　リョウ      日本大学 
 23   水谷　一樹   ミズタニ　カズキ      大垣共立銀行 
 24   丹羽　研輔   にわ　けんすけ      朝日大学 
 25   中村　亮介   ナカムラ　リョウス     長崎クラブ 
 26   茂木　雄大   モテギ　ユウダイ      法政大学第二高校 
 27   大内　拓徳   オオウチ　タクノリ     拓殖大学 
 28   甘粕　貴宏   アマカス　タカヒロ     早稲田大学 
 29   井川　椋介   イカワ　リョウスケ     専修大学 
 30   向竹　淳   ムカタケ　アツシ      ノーリツ 
 31   白井　寛夢   シライ　ヒロム      中央大学 
 32   佐藤　篤志         法政大学 
 33   今井　康友          桜門剣友会 
 34   澤田　稔章   サワダ　トシアキ      ノーリツ 
 35   松尾　優樹   マツオ　ユウキ      和歌山クラブ 
 36   芹澤　洋人   セリザワ　ヒロト      日本体育大学 
 37   竹下　昇輝   タケシタ　ショウキ     早稲田大学 
 38   江里　鉄平   エリ　テッペイ      日本大学 
 39   新田　涼平   ニッタ　リョウヘイ      和歌山クラブ 
 40   畠　飛夢   ハタケ　トム      立命館大学 
 41   佐々木　勇歩   ササキ　ユウホ      早稲田大学 



 42   山本　隼大   ヤマモト　シュンタ     早稲田大学 
 43   石川　裕己   イシカワ　ヒロキ      慶應義塾大学 
 44   前田　将大   まえだ　まさひろ      朝日大学 
 45   鹿島　康利   カシマ　ヤストシ      日本体育大学 
 46   平松　竜成   ヒラマツ　リュウセ     中京大学 
 47   大槻　達哉   オオツキ　タツヤ      法政大学 
 48   後藤　郁弥   ゴトウ　フミヤ      専修大学 
 49   横山　陸   ヨコヤマ　リク      中京大学 
 49   江川　颯一   エガワ　ソウイチ      専修大学 
 51   江嶋　宏太   エジマ　コウタ      日本大学 
 52   馬場　正浩   ババ　マサヒロ      ノーリツ 
 53   宇都宮　拓   ウツノミヤ　タク      青山学院高等部 
 54   谷口　舜太郎   タニグチ　シュンタ     鹿児島クラブ 
 55   奥村　祥大   オクムラ　ヨシヒロ     早稲田大学 
 55   菊池　竜也   キクチ　タツヤ      ノーリツ 
 57   片岩　和紀   カタイワ　カズキ      中央大学 
 57   水上　竜斗   ミズカミ　リュウト      専修大学 
 59   後藤　駿哉   ゴトウ　トシヤ      中央大学 
 60   森川　奨太   モリカワ　ショウタ      中央大学 
 60   片田　貴也   カタダ　タカヤ      青山学院大学 
 62   佐藤　連也   サトウ　レンヤ      立命館大学 
 62   若林　諒介   ワカバヤシ　リョウ     専修大学 
 64   北尾　悠真   キタオ　ユウマ      長崎クラブ 
 65   土屋　良真   ツチヤ　リョウマ      日本体育大学 
 66   上田　祐樹   ウエダ　ユウキ      中京大学 
 67   東　純平   アズマ　ジュンペ     和歌山クラブ 
 68   鈴木　尋也   スズキ　ヒロヤ      日本体育大学 
 69   馬場　重明   ババ　シゲアキ      中京大学 
 70   速水　脩平   ハヤミ　シュウヘ     京都大学 


