
フェンシング日本代表 活動報告書

（2015年～2016年8月25日）

公益社団法人 日本フェンシング協会

（2016.8.25）



カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 日程日程日程日程 大会大会大会大会（（（（一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋）））） 個人戦個人戦個人戦個人戦（（（（3333位以上位以上位以上位以上）））） 団体戦団体戦団体戦団体戦

ｼﾆｱ 2015年6月 アジア選手権（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 金メダル（太田雄貴） 銅メダル

ｼﾆｱ 2015年7月 世界選手権（ﾓｽｸﾜ） 金メダル（太田雄貴） 7位

ｼﾆｱ 2015年10月 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ ｻﾝﾉｾﾞ大会 銅メダル（太田雄貴） 銀メダル

ｼﾆｱ 2015年11月 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 高円宮牌 （東京） 銅メダル（太田雄貴） 5位

ｼﾞｭﾆｱ 2016年4月 世界ジュニア選手権

(ﾌﾗﾝｽ･ﾌﾞﾙｼﾞｭ)

金メダル（敷根崇裕）

銅メダル（松山恭助）

金メダル

ｼﾆｱ 2016年4月 アジア選手権（中国・無錫市） 銀メダル（敷根崇裕） 銅メダル

個人では太田雄貴がアジア初となる世界選手権金メダルを飾り、世界ランク1位に返り咲きました。

また、ジュニア世代の躍進も著しく、2016年4月には日本初となる世界ジュニア選手権団体金メダルを見事に獲得。

個人でも敷根崇裕選手が金メダル、松山恭助選手が銅メダルに輝きました。

2012ロンドン五輪団体メダリストメンバーが築いた礎は、確実に次世代選手へと受け継がれています。



カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 日程日程日程日程 大会大会大会大会（（（（一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋）））） 個人戦個人戦個人戦個人戦（（（（3333位以上位以上位以上位以上）））） 団体戦団体戦団体戦団体戦

ｼﾆｱ 2015年6月 アジア選手権（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 銅メダル（見延和靖） 銅メダル

ｼﾆｱ 2015年11月 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ ﾀﾘﾝ大会 金メダル（見延和靖）

銀メダル（宇山賢）

13位

ｼﾆｱ 2016年3月 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 （ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄ） 10位（見延和靖） 開催無し

ｼﾆｱ 2016年4月 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 （ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ） 10位（見延和靖） 開催無し

ｼﾆｱ 2016年4月 アジア選手権（中国・無錫市） 銅メダル（見延和靖） 金メダル

ｼﾆｱ 2016年8月 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 6位（見延和靖） 出場無し

個人では2015年11月のワールドカップ個人戦にて見延和靖選手が日本選手初の金メダル、そして

宇山賢選手が銀メダルという輝かしい成績を残しました。見延選手は、リオデジャネイロオリンピックでもベスト８に入る

快挙を達成。上記２選手、そして2014年世界ジュニア選手権にて日本人初の金メダルを見事獲得した山田優選手

など、国際経験豊富な史上最強メンバーで2020TOKYOでの頂点を目指します。



最終順位 16位/35名 8位/37名 35位/36名 17位/35名 6位/38名 28位/32名

対戦 T64 シード

T32 ○15-12 

/NAM(KOR)

T16 ●10-15 

/BOUBAKRI(TUN)

T64 ○15-12 

/TERAN(MEX)

T32 ○15-14 

/LOGUNOVA(RUS)

T16 ○11-8 

/SHEMYAKINA(UKR)

T8 ●4-15 

/SZASZ(HUN)

T64 ●5-15 

/GRENCH(PAN)

T64 シード

T32 ●13-15 

/TOLDO(BRA)

T64 シード

T32 ○15-8

/FICHERA(ITA)

T16 ○15-12 

/AVDEEV(RUS)

T8 ●8-15 

/GRUMIER(FRA)

T32 ●13-15 

/ANSETT(FRA)

女子フルーレ

西岡 詩穂

（NEXUS）

8月10日出場

女子エペ

佐藤 希望

（大垣共立銀行）

8月6日出場

女子サーブル

青木 千佳

（NEXUS）

8月8日出場

男子フルーレ

太田 雄貴

（森永製菓）

8月7日出場

男子エペ

見延 和靖

（NEXUS）

8月9日出場

男子サーブル

徳南 堅太

(ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ)

8月10日出場

男子フルーレ 10位

男子エペ 9位

男子サーブル 18位

女子フルーレ 11位

女子エペ 10位

女子サーブル 10位



⼥

子
⼥

子

下下下下大川大川大川大川 綾華綾華綾華綾華（（（（しもおおかわしもおおかわしもおおかわしもおおかわ あやかあやかあやかあやか））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1988198819881988年年年年4444月月月月28282828日日日日（（（（28282828歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

所属所属所属所属：：：：テクマトリックステクマトリックステクマトリックステクマトリックス株式会社株式会社株式会社株式会社

種目種目種目種目：：：：エペエペエペエペ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2014201420142014世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人15151515位位位位

・・・・2015201520152015サテライトロンドンサテライトロンドンサテライトロンドンサテライトロンドン大会大会大会大会 個人個人個人個人1111位位位位

・・・・2015201520152015アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 個人個人個人個人3333位位位位

・・・・2015201520152015世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人66666666位位位位

・・・・2015201520152015世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 団体団体団体団体4444位位位位

男

子

見延見延見延見延 和靖和靖和靖和靖((((みのべみのべみのべみのべ かずやすかずやすかずやすかずやす))))

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1987198719871987年年年年7777月月月月15151515日日日日（（（（22229999歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：福井福井福井福井県県県県

所属所属所属所属：：：：NEXUSNEXUSNEXUSNEXUS株式会社株式会社株式会社株式会社

種目種目種目種目：：：：エペエペエペエペ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2015201520152015世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人38383838位位位位

・・・・2015201520152015アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 個人個人個人個人3333位位位位

・・・・2015201520152015アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 団体団体団体団体3333位位位位

・・・・2015201520152015エストニアエストニアエストニアエストニアWWWW----CUPCUPCUPCUP 個人個人個人個人1111位位位位

・・・・2015201520152015全日本選手権全日本選手権全日本選手権全日本選手権 個人個人個人個人1111位位位位

2016201620162016リオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピック

男子男子男子男子エペエペエペエペ個人代表個人代表個人代表個人代表

西岡西岡西岡西岡 詩穂詩穂詩穂詩穂（（（（にしおかにしおかにしおかにしおか しほしほしほしほ））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1989198919891989年年年年2222月月月月23232323日日日日（（（（27272727歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

所属所属所属所属：：：：NEXUSNEXUSNEXUSNEXUS株式会社株式会社株式会社株式会社

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2012012012015555世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人69696969位位位位

・・・・2015201520152015アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 団体団体団体団体4444位位位位

・・・・2015201520152015全日本選手権全日本選手権全日本選手権全日本選手権 個人個人個人個人1111位位位位

・・・・2014201420142014アジアアジアアジアアジア大会大会大会大会 団体団体団体団体3333位位位位

・・・・2012201220122012ロンドンオリンピックロンドンオリンピックロンドンオリンピックロンドンオリンピック 団体団体団体団体7777位位位位

2016201620162016リオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピック

女子女子女子女子フルーレフルーレフルーレフルーレ個人代表個人代表個人代表個人代表

⼥

子

青木青木青木青木 千佳千佳千佳千佳（（（（あおきあおきあおきあおき ちかちかちかちか））））

生年生年生年生年月日月日月日月日：：：：1990199019901990年年年年2222月月月月21212121日日日日（（（（26262626歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：福井福井福井福井県県県県

所属所属所属所属：：：：NEXUSNEXUSNEXUSNEXUS株式会社株式会社株式会社株式会社

種目種目種目種目：：：：サーブルサーブルサーブルサーブル

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2012012012015555世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人67676767位位位位

・・・・2015201520152015アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 個人個人個人個人2222位位位位

・・・・2012012012015555アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 団体団体団体団体3333位位位位

・・・・2013201320132013～～～～2014201420142014全日本選手権全日本選手権全日本選手権全日本選手権 団体団体団体団体1111位位位位

2016201620162016リオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピックリオデジャネイロオリンピック

女子女子女子女子サーブルサーブルサーブルサーブル個人代表個人代表個人代表個人代表

男

子

藤野藤野藤野藤野 大樹大樹大樹大樹((((ふじのふじのふじのふじの だいきだいきだいきだいき))))

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1987198719871987年年年年5555月月月月28282828日日日日（（（（22229999歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：東京東京東京東京都都都都

所属所属所属所属：：：：岩手県体育協会岩手県体育協会岩手県体育協会岩手県体育協会

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2013201320132013世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人22222222位位位位

・・・・2014201420142014アジアアジアアジアアジア大会大会大会大会 団体団体団体団体1111位位位位

・・・・2015201520152015世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 個人個人個人個人1111位位位位

・・・・2012/2013/20152012/2013/20152012/2013/20152012/2013/2015全日本選手権全日本選手権全日本選手権全日本選手権 個人個人個人個人1111位位位位

622

リオリオリオリオ五輪五輪五輪五輪のののの経験経験経験経験をををを糧糧糧糧にににに、、、、以下以下以下以下のののの選手選手選手選手がががが主力主力主力主力となりとなりとなりとなり

日本日本日本日本のフェンシングはのフェンシングはのフェンシングはのフェンシングは2020202020202020にににに、、、、世界世界世界世界にににに羽羽羽羽ばたきますばたきますばたきますばたきます！！！！



若手女子選手若手女子選手若手女子選手若手女子選手もももも着々着々着々着々とととと実力実力実力実力をつけをつけをつけをつけ、、、、各各各各メディアメディアメディアメディアよりよりよりより

強強強強さとさとさとさと美美美美しさしさしさしさをををを兼兼兼兼ねねねね備備備備えたえたえたえた選手選手選手選手たちへたちへたちへたちへ注目注目注目注目がががが高高高高まっていますまっていますまっていますまっています。。。。

フェンシングの次世代を担う若⼿⼥⼦選⼿たち

⼥

子

宮脇宮脇宮脇宮脇 花綸花綸花綸花綸（（（（みやわきみやわきみやわきみやわき かりんかりんかりんかりん））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1997199719971997年年年年2222月月月月4444日日日日（（（（19191919歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：東京都東京都東京都東京都

所属所属所属所属：：：：慶應慶應慶應慶應義塾義塾義塾義塾大学大学大学大学2222年年年年

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2014201420142014ユースユースユースユース五輪個人五輪個人五輪個人五輪個人2222位位位位

・・・・2014201420142014ユースユースユースユース五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体1111位位位位

・・・・2014201420142014世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人3333位位位位

・・・・2015201520152015全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人2222位位位位

⼥

子

江村江村江村江村 美咲美咲美咲美咲（（（（えむらえむらえむらえむら みさきみさきみさきみさき））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1998199819981998年年年年11111111月月月月20202020日日日日（（（（18181818歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：東京都東京都東京都東京都

所属所属所属所属：：：：JOCJOCJOCJOCエリートアカデミーエリートアカデミーエリートアカデミーエリートアカデミー

大原大原大原大原学園学園学園学園高校高校高校高校3333年年年年

種目種目種目種目：：：：サーブルサーブルサーブルサーブル

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2014201420142014ユースユースユースユース五輪個人五輪個人五輪個人五輪個人4444位位位位

・・・・2014201420142014ユースユースユースユース五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体五輪大陸混合団体1111位位位位

・・・・2014201420142014アジアアジアアジアアジア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人２２２２位位位位

・・・・2014201420142014世界世界世界世界ｶﾃﾞｻｰｷｯﾄｶﾃﾞｻｰｷｯﾄｶﾃﾞｻｰｷｯﾄｶﾃﾞｻｰｷｯﾄ

ﾛﾝﾄﾞﾝﾛﾝﾄﾞﾝﾛﾝﾄﾞﾝﾛﾝﾄﾞﾝ大会個人大会個人大会個人大会個人１１１１位位位位

⼥

子

才藤才藤才藤才藤 歩夢歩夢歩夢歩夢（（（（さいとうさいとうさいとうさいとう あゆむあゆむあゆむあゆむ））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1996199619961996年年年年9999月月月月14141414日日日日（（（（19191919歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：東京都東京都東京都東京都

所属所属所属所属：：：：早稲田早稲田早稲田早稲田大学大学大学大学2222年年年年

種目種目種目種目：：：：エペエペエペエペ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2015201520152015全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人2222位位位位

・・・・2015201520152015アジアジュニアアジアジュニアアジアジュニアアジアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人3333位位位位

・・・・2016201620162016アジアジュニアアジアジュニアアジアジュニアアジアジュニア選手権選手権選手権選手権

個人個人個人個人3333位位位位 団体団体団体団体3333位位位位

⼥

子

高嶋高嶋高嶋高嶋 理理理理紗紗紗紗（（（（たかしまたかしまたかしまたかしま りさりさりさりさ））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1999199919991999年年年年2222月月月月8888日日日日（（（（17171717歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：福岡県福岡県福岡県福岡県

所属所属所属所属：：：：JOCJOCJOCJOCエリートアカデミーエリートアカデミーエリートアカデミーエリートアカデミー

帝京学園高校帝京学園高校帝京学園高校帝京学園高校3333年年年年

種目種目種目種目：：：：サーブルサーブルサーブルサーブル

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2015201520152015全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人全日本選手権個人2222位位位位

・・・・2016201620162016アジアジュニアアジアジュニアアジアジュニアアジアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人1111位位位位

⼥

子

狩野狩野狩野狩野 愛愛愛愛巳巳巳巳（（（（かのかのかのかの みなみみなみみなみみなみ））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1996199619961996年年年年11111111月月月月27272727日日日日（（（（19191919歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：宮城県宮城県宮城県宮城県

所属所属所属所属：：：：早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学2222年年年年

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2015201520152015アジアジュニアアジアジュニアアジアジュニアアジアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人2222位位位位

・・・・2016201620162016アジアアジアアジアアジア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人3333位位位位
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太田選手太田選手太田選手太田選手のようなベテランのようなベテランのようなベテランのようなベテラン勢勢勢勢のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、今後今後今後今後のののの活躍活躍活躍活躍がががが期待期待期待期待されるされるされるされる

ヤングヤングヤングヤング日本代表選手日本代表選手日本代表選手日本代表選手たちもたちもたちもたちも、、、、着々着々着々着々とそのとそのとそのとその実力実力実力実力をつけてきていますをつけてきていますをつけてきていますをつけてきています。。。。

フェンシングの次世代を担う若⼿男⼦選⼿たち

男

子

山田山田山田山田 優優優優（（（（やまだやまだやまだやまだ まさるまさるまさるまさる））））

生年生年生年生年月日月日月日月日：：：：1994199419941994年年年年6666月月月月14141414日日日日（（（（21212121歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：三重県三重県三重県三重県

所属所属所属所属：：：：日本大学日本大学日本大学日本大学4444年年年年

種目種目種目種目：：：：エペエペエペエペ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・元世界元世界元世界元世界ジュニアランクジュニアランクジュニアランクジュニアランク1111位位位位

・・・・2014201420142014世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人1111位位位位

・・・・2014201420142014アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権個人個人個人個人1111位位位位

男

子

敷根敷根敷根敷根 崇裕崇裕崇裕崇裕((((しきねしきねしきねしきね たかひろたかひろたかひろたかひろ))))

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1997199719971997年年年年12121212月月月月7777日日日日（（（（18181818歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：大分県大分県大分県大分県

所属所属所属所属：：：：法政法政法政法政大学大学大学大学1111年年年年

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2016201620162016世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権選手権選手権選手権

個人個人個人個人1111位位位位・・・・団体団体団体団体1111位位位位

・・・・2016201620162016アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権

個人個人個人個人2222位位位位・・・・団体団体団体団体3333位位位位

男

子

松山松山松山松山 恭恭恭恭助助助助((((まつやままつやままつやままつやま きょうすけきょうすけきょうすけきょうすけ))))

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1996199619961996年年年年12121212月月月月19191919日日日日（（（（19191919歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：東京都東京都東京都東京都

所属所属所属所属：：：：早稲田早稲田早稲田早稲田大学大学大学大学２２２２年年年年

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2012201220122012世界世界世界世界カデカデカデカデ選手権選手権選手権選手権1111位位位位

・・・・高校総体高校総体高校総体高校総体3333連覇連覇連覇連覇

（（（（太田選手以来太田選手以来太田選手以来太田選手以来2222人目人目人目人目））））

・・・・2015201520152015シニアシニアシニアシニアWCWCWCWCサンノゼサンノゼサンノゼサンノゼ大会大会大会大会

団体団体団体団体2222位位位位

・・・・2016201620162016世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権選手権選手権選手権

個人個人個人個人3333位位位位・・・・団体団体団体団体1111位位位位

・・・・2016201620162016アジアアジアアジアアジア選手権選手権選手権選手権 団体団体団体団体3333位位位位

男

子

ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ邦彦邦彦邦彦邦彦（（（（くにひこくにひこくにひこくにひこ））））

生年生年生年生年月日月日月日月日：：：：1997199719971997年年年年11111111月月月月8888日日日日（（（（19191919歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン州州州州

所属所属所属所属：：：：学習院学習院学習院学習院大学大学大学大学1111年年年年/NEXUS/NEXUS/NEXUS/NEXUS

種目種目種目種目：：：：サーブルサーブルサーブルサーブル

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：・・・・2016201620162016世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人3333位位位位

・・・・2015201520152015世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人8888位位位位

男

子

西藤西藤西藤西藤 俊哉俊哉俊哉俊哉（（（（さいとうさいとうさいとうさいとう としやとしやとしやとしや））））

生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：1997199719971997年年年年5555月月月月29292929日日日日（（（（18181818歳歳歳歳））））

出身出身出身出身：：：：長野県長野県長野県長野県

所属所属所属所属：：：：法政法政法政法政大学大学大学大学1111年年年年

種目種目種目種目：：：：フルーレフルーレフルーレフルーレ

戦歴戦歴戦歴戦歴：：：：元世界元世界元世界元世界ジュニアランクジュニアランクジュニアランクジュニアランク1111位位位位

・・・・2014201420142014世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権個人選手権個人選手権個人選手権個人3333位位位位

・・・・2014201420142014ジュニアジュニアジュニアジュニアWCWCWCWC個人個人個人個人1111位位位位

・・・・2015201520152015全日本全日本全日本全日本選手権選手権選手権選手権個人個人個人個人2222位位位位

・・・・2016201620162016世界世界世界世界ジュニアジュニアジュニアジュニア選手権団体選手権団体選手権団体選手権団体1111位位位位
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