
①第１８回九州少年フェンシング大会：会場『大分県立総合体育館』（大分県）

②「ぎふ清流国体記念」第３７回大垣フェンシング選手権大会：会場『大垣城ホール』（岐阜県）

『全国各地で開催された大会リザルト』

全国各地で開催された大会の結果をご紹介します。

今回は4月、5月に開催された3つの大会です。

③第１９回東日本少年個人フェンシング大会兼

第５０回東京都少年フェンシング   個人選手権大会：会場『駒沢オリンピック公園総合運動場体育館』



③第１９回東日本少年個人フェンシング大会兼                                                                                                             第５０回東京都少年フェンシング   個人選手権大会：会場『駒沢オリンピック公園総合運動場体育館』（東京都）

小学1.2年男女混合の部（参加人数9名）

順位 氏名 所属名

優勝 衛藤　主税 Jr.F.OITA

準優勝 坪上　魁里 佐賀JRC

３位 猪本　貫志 岩国JFC

４位 萓鳥　蒼一朗 鹿児島Jr.FC

小学3.4年男子の部（参加人数7名）

順位 氏名 所属名

優勝 小野　佑嘉 Jr.F.OITA

準優勝 一ノ瀬　倭 佐賀JRC

３位 曽根　邦盛 レフレール愛媛

４位 橋本　昌仁 Jr.F.OITA

小学3.4年女子の部（参加人数6名）

順位 氏名 所属名

優勝 孫　櫻珊 博多フェンサーズ

準優勝 瓜生　夏々 Jr.F.OITA

　　　　　　　　　　　　　（大会の様子）

①第１８回九州少年フェンシング大会

主催：（公社）日本フェンシング協会、九州フェンシング協会

会場：大分県立総合体育館（大分県）

開催日：４月２１日（土）

参加人数：103名（延べ）



３位 橋本　咲穂 宮崎JRFC

４位 藤井　凛 鹿児島Jr.FC

小学5.6年男子の部（参加人数19）

順位 氏名 所属名

優勝 曽根　岳三 レフレール愛媛

準優勝 河野　拓海 Jr.F.OITA

３位 今村　凛太郎 熊本JRFC

４位 岩永　陸那 佐賀JRC

小学5.6年女子の部（参加人数10）

順位 氏名 所属名

優勝 弓長　皇美子 名電JRFC

準優勝 カマラ　亜美菜 KYFC

３位 西村　光結 熊本JRFC

４位 岡田　風花 Jr.F.OITA

中学生男子の部（参加人数32名）

順位 氏名 所属名

優勝 鎌田　晃成 鹿児島Jr.FC

準優勝 森　祐偉 ワセダクラブ

３位 高山　幸大 鹿児島Jr.FC

４位 弓長　昇主 愛工大附属中学校

中学生女子の部（参加人数21名）

順位 氏名 所属名

優勝 曽根　寿々佳 レフレール愛媛

準優勝 桐木平　陽菜 鹿児島Jr.FC

３位 谷口　真麻 宮崎JRFC

４位 戸田　圭奈美 エンジョイつくみFC



順位 団体名

優勝 岐阜県立大垣南高等学校Ａ

準優勝 鹿児島県立鹿児島南高等学校

３位 慶応義塾高等学校

４位 富山県立富山西高等学校

順位 団体名

優勝 和歌山県立和歌山北高等学校

準優勝 聖霊女子短期大学付属高等学校

３位 鹿児島県立鹿児島南高等学校

４位 京都府立乙訓高等学校

②「ぎふ清流国体記念」第３７回大垣フェンシング選手権大会

開催日：５月３日（木）～４日（金）

主催：大垣フェンシング協会

男子フルーレの部（参加団体数60チーム）

女子フルーレの部（参加団体数37チーム）

会場：大垣城ホール（岐阜県）

参加団体数：９７チーム（延べ）※高校のみ



中学生男子フルーレの部（参加人数214名）

順位 氏名 所属名

優勝 飯村　一輝 龍谷大学付属平安中学校 

準優勝 ロレンツォーニ　ダビデ 東京アメリカンクラブ 

３位 杉岡　瑞基 長野ジュニアフェンシングクラブ 

3位 橋本　祥英 立教新座中学校 

順位 氏名 所属名

優勝 中村　真琴 板橋フェンシングクラブ 

準優勝 中出　陽愛 はしまモア 

３位 小野　瑞葵 埼玉クラブ 

３位 一藤木　由香 沼津FC 

順位 氏名 所属名

優勝 金子　優衣奈 稲付中学校 

準優勝 後藤　千里 香川ジュニアフェンシングクラブ 

３位 山崎　妃奈乃 ワセダクラブ 

３位 河野　真央 慶応中等部 

順位 氏名 所属名

③第１９回東日本少年個人フェンシング大会兼                                                                                                             第５０回東京都少年フェンシング   個人選手権大会：会場『駒沢オリンピック公園総合運動場体育館』（東京都） 竹山　柚葉 大阪読売千里クラブ 

準優勝 長瀬　凛乃 はしまモア 

３位 貫井　由羅 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

３位 岩本　鈴菜 和北ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

順位 氏名 所属名

優勝 唐沢　颯斗 プラチナフェンシングチーム 

準優勝 坂藤　秀昌 三田フェンシングクラブ普通部 

３位 峯田　大空 米沢市フェンシングスポーツ少年団 

３位 安井　琥珀 法政大学第二中学校 

順位 氏名 所属名

優勝 才木　良太 富山パレスフェンシングクラブ 

準優勝 津森　志道 島根県 

３位 宮崎　孝司郎 福岡県フェンシング協会 

３位 峰岸　佳吾 沼田フェンシングクラブ 

順位 氏名 所属名

優勝 申　濬 ワセダクラブ 

準優勝 林川　琉偉 板橋フェンシングクラブ 

３位 初貝　柊哉 本吉フェンシングクラブ 

３位 八巻　旭陽 米沢市フェンシングスポーツ少年団 

会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京都）

主催：東京都フェンシング協会

③第１９回東日本少年個人フェンシング大会兼

第５０回東京都少年フェンシング個人選手権大会

開催日：５月３日（木）～５月５日（土）

参加人数：787名（延べ）

小学生男子エペの部（参加人数25名）

中学生女子エペの部（参加人数43名）

中学生女子サーブルの部（参加人数32名）

中学生女子フルーレの部（参加人数102名）

中学生男子エペの部（参加人数64名）

中学生男子サーブルの部（参加人数51名）



順位 氏名 所属名

優勝 清原　崇史 本吉フェンシングクラブ 

準優勝 菅原　史晴 気仙沼JFC 

３位 小林　千惺 沼田フェンシングクラブ 

３位 長谷川　力玖 中京大学Jr. 

順位 氏名 所属名

優勝 本間　美月 柿の木台スケルマ 

準優勝 田中　あおい 河南町フェンシングクラブ 

３位 青木　綾乃 大穴フェンシングクラブ 

３位 岩橘　英莉花 ワセダクラブ 

順位 氏名 所属名

優勝 金高　生幸 香川ジュニアフェンシングクラブ 

準優勝 弓長　皇美子 名電ジュニアフェンシングクラブ 

３位 市ヶ谷　奈々 香川ジュニアフェンシングクラブ 

３位 杉江　莉々香 Kiri.Jr フェンシングチーム 

順位 氏名 所属名

優勝 小野　凌駕 大阪読売千里クラブ 

準優勝 林川　琉偉 板橋フェンシングクラブ 

３位 田中　拓進 柿の木台スケルマ 

３位 熊本　颯太 京都フューチャーフェンシングクラブ 

順位 氏名 所属名

優勝 弓長　皇美子 名電ジュニアフェンシングクラブ 

準優勝 金高　生幸 香川ジュニアフェンシングクラブ 

３位 一ノ瀬　桜 佐賀ジュニアクラブ 

３位 田中　あおい 河南町フェンシングクラブ 

小学生男子サーブルの部（参加人数18名）

小学生女子エペの部（参加人数15名）

小学生女子サーブルの部（参加人数7名）

小学生男子フルーレの部（参加人数149名）

小学生女子フルーレの部（参加人数67名）


