
2019年 1月13日（日）

大会第3日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ男子フルーレ
スーパーシード８名　ＥＤ３２　１５本勝負から出場
所属先 氏名

1 岐阜県立大垣南高等学校 馬場　俊輔
2 龍谷大学付属平安中学校 飯村　一輝
3 慶應義塾高等学校 水野　怜央名
4 SEISA 山口　改
5 鹿児島高等学校 林　祥蓮
6 東亜学園高等学校 西口　泰嵩
7 山口県立岩国工業高等学校 堀部　聖太
8 岐阜県立大垣南高等学校 勅使河原　明日架

所属先 氏名 所属先 氏名
1 鹿児島県立鹿児島南高等学校 有働　隆汰 58 秋田県立秋田北鷹高等学校 髙田　恭成

2 鹿児島県立鹿児島南高等学校 野島　里玖 59 秋田県立秋田北鷹高等学校 菅原　佑人

3 鹿児島県立鹿児島南高等学校 吉弘　航平 60 フェンサーズファクトリー 見目　宏介

4 トゥッティフェンシングクラブ 岸本　錬志 61 京都府立乙訓高等学校 大野　潤平

5 南箕輪わくわくクラブ 保科　幸作 62 京都府立乙訓高等学校 西村　啓佑

6 光ヶ丘フェンシングクラブ 黒澤　塁 63 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 高山　幸大

7 龍谷大学付属平安中学校 飯村　一輝 64 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 鎌田　晃成

8 慶應義塾高等学校 山本　裕太郎 65 はしまモア 河村　一摩

9 慶應義塾高等学校 水野　怜央名 66 はしまモア 福田　亮介

10 長野ジュニアＦＣ 杉岡　瑞基 67 はしまモア 高橋　橙生

11 佐賀ジュニアクラブ 澤野　爽芯 68 東亜学園高等学校 西口　泰嵩

12 京都きっず 中谷　亮彦 69 富山県立富山西高等学校 佐野　航琉

13 エスコラピオス学園海星高等学校 小﨑　一磨 70 大分県立大分豊府高等学校 後藤　悠太

14 エスコラピオス学園海星高等学校 木場　悠斗 71 松山ジュニアフェンシングクラブ 泉　怜邑

15 エスコラピオス学園海星高等学校 干場　雄大 72 熊本ジュニアクラブ 関本　祐大

16 法政大学第二中学校 安井　琥珀 73 山口県立岩国工業高等学校 木下　南琉

17 東京フェンシングスクール 三浦　知哉 74 山口県立岩国工業高等学校 堀部　聖太

18 群馬県立沼田高等学校 松本　純也 75 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 山本　博也

19 群馬県立沼田高等学校 青木　武蔵 76 清風高等学校 力武　優斗

20 大平SN 土澤　悠貴 77 清風高等学校 辻中　悠真

21 立教新座中学校 橋本　祥英 78 石川県立金沢西高等学校 鍋島　楓

22 立教新座中学校 浦部　光 79 清風中学校 安田　和真

23 立教新座中学校 増田　光 80 岩手県立北上翔南高等学校 佐藤　宗一郎

24 立教新座高等学校 角坂　大陸 81 和歌山県立向陽高等学校 森　大翔

25 富山パレスフェンシングクラブ 藤野　正真 82 愛知工業大学名電高等学校 大矢　凌太郎

26 ワセダクラブ 森　祐偉 83 仙台城南高等学校 猪狩　つばさ

27 福岡県フェンシング協会 佐藤　悠雅 84 仙台城南高等学校 内ケ崎　良磨

28 本吉フェンシングクラブ 米倉　尚輝 85 和歌山県立和歌山北高等学校 吉田　晃大

29 千葉県立東葛飾中学校 長島　弘祐 86 長野県伊那北高等学校 伊藤　綾一

30 水戸クラブ 石井　勇多 87 島根県立安来高等学校 藤原　大二朗

31 川俣町フェンシングスポーツ少年団 髙木　夢生 88 島根県立安来高等学校 渡辺　大成

32 川俣町フェンシングスポーツ少年団 上遠野　啓太 89 青森県立田名部高等学校 坪　颯馬

33 箕輪中学校 中村　駿太 90 東京学館新潟高等学校 小幡　風雅

34 米沢市フェンシングスポーツ少年団 峯田　大空 91 東京学館新潟高等学校 鈴木　嵩晟

35 香川ジュニアフェンシングクラブ 千葉　唯信 92 札幌大谷高等学校 阿部　陽馬

36 むつジュニアフェンシングクラブ 畑中　滉人 93 札幌大谷高等学校 藤田　聖

37 Golubitsky Fencing Center ロレンツォーニ　ダビデ 94 北海道大野農業高等学校 芳賀　魁

38 婦中JFC 横山　慶汰 95 大分豊府中学校 島崎　偉生

39 SEISA 山口　改 96 佐賀県立佐賀商業高等学校 品川　聖也

40 東かがわジュニアフェンシングクラブ 上村　明武 97 千葉県立柏陵高等学校 小貫　暁人

41 小金井フェンシングクラブ 原田　眞太郎 98 鹿児島高等学校 林　祥蓮

42 アプルス 蜂屋　拓磨 99 沼田フェンシングクラブ 峰岸　佳吾

43 一関フェンシングスポーツ少年団 千田　一慧 100 宮城県仙台第三高等学校 佐藤　響介

44 高松北中学校 大前　篤史 101 上宮高等学校 西脇　裕馬

45 高松北中学校 石橋　臣都 102 立教新座中学校 橋本　雄偉

46 長野県箕輪進修高等学校 中村　健人 103 栃木県立宇都宮南高等学校 青木　元汰

47 岐阜県立大垣南高等学校 田内　稜大 104 至学館高等学校 小畑　英人

48 愛知工業大学名電高等学校 太田　拓輝 105 Kiri.Jr.フェンシングチーム 加藤　那琉

49 山梨ジュニアＦＣ 石川　凌雅 106 甲斐清和高等学校 小林　歩未

50 愛知工業大学名電高等学校 太田　拓輝 107 札幌大谷高等学校 鎌田　翼

51 愛知工業大学名電高等学校 伊藤　真吾 108 熊本県立翔陽高等学校 森田　祥央

52 愛知工業大学名電中学校 弓長　昇主 109 長崎県立諫早商業高等学校 中尾　優輝

53 青森県立青森北高等学校今別校舎 福原　大雅 110 長崎県立諫早商業高等学校 中原　究

54 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 米倉　侑哉 111 石川県立松任高等学校 西田　響太

55 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 杉山　比呂

56 福島県立福島高等学校 廣瀬　歩

57 岐阜県立大垣南高等学校 馬場　俊輔

第26回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ｶｯﾌﾟ フェンシング選手権大会



2019年 1月14日（月・祝）

大会第4日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ男子エペ
スーパーシード８名　ＥＤ３２　１５本勝負から出場
所属先 氏名

1 埼玉栄高等学校 浅海　聖哉
2 山口県立岩国工業高等学校 大谷　謙介
3 東京都立王子総合高等学校 松本　龍
4 栃木県立栃木商業高等学校 伊藤　海之亮
5 香川県立高松北高等学校 木内　博哉
6 三田フェンシングクラブ 坂藤　秀昌
7 プラチナフェンシングチーム 唐澤　颯斗
8 三田フェンシングクラブ 小城　颯人

所属先 氏名 所属先 氏名
1 早稲田中学校 戸田　成 45 フェンサーズファクトリー 見目　宏介
2 東京都立王子総合高等学校 松本　龍 46 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 上京田　陽海
3 鹿児島県立鹿児島南高等学校 有働　隆汰 47 はしまモア 小島　宗佑
4 明石ジュニアフェンシングクラブ 畑中　晟希 48 高崎商科大学附属高等学校 光井　隆人
5 スターフェンシングアカデミー（ＳＦＡ） 篠原　功 49 栃木県立栃木商業高等学校 窪　俊輔
6 長野ジュニアＦＣ 登内　雄心 50 法政大学第二高等学校 上出　日向
7 可児フェンシングクラブ 浅野　天翔 51 栃木県立栃木翔南高等学校 大塚　万生
8 埼玉栄高等学校 酒井　哉瑠 52 松山ジュニアフェンシングクラブ 泉　怜邑
9 埼玉栄高等学校 浅海　聖哉 53 龍谷大学付属平安高等学校 西村　拓
10 埼玉栄中学校 阿部　祐士 54 山口県立岩国工業高等学校 堀部　聖太
11 エスコラピオス学園海星高等学校 木場　悠斗 55 山口県立岩国工業高等学校 山代屋　和史
12 エスコラピオス学園海星高等学校 干場　雄大 56 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー中本　尚志
13 プラチナフェンシングチーム 唐澤　　　　颯斗 57 高岡古城FC 篠田　真吾
14 法政大学第二中学校 安井　琥珀 58 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部山本　博也
15 静岡県立沼津西高等学校 江黒　勇斗 59 清風高等学校 中野　雄斗
16 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 臼井　康晴 60 清風高等学校 谷端　条哉
17 山口県立岩国工業高等学校 大谷　謙介 61 石川県立金沢西高等学校 高島　魁晟
18 立教新座高等学校 角坂　大陸 62 石川県立金沢西高等学校 洲崎　新太
19 立教新座高等学校 西尾　有紀哉 63 清風中学校 勝部　拳
20 富山パレスフェンシングクラブ 奈須野　拓人 64 岩手県立北上翔南高等学校 本田　啓人
21 慶応中等部 伊藤　海雲 65 愛知工業大学名電高等学校 大矢　颯斗
22 高知ジュニアフェンシングクラブ 山中　洋人 66 仙台城南高等学校 内ケ崎　良磨
23 三田フェンシングクラブ 坂藤　秀昌 67 岐阜県立岐阜各務野高等学校 後藤　悠希
24 三田フェンシングクラブ 小城　颯人 68 長野県伊那北高等学校 奥原　健斗
25 香川県立高松北高等学校 木内　博哉 69 大分県立大分上野丘高等学校 友成　祐貴
26 川俣町フェンシングスポーツ少年団 佐藤　亘 70 三重県立津東高等学校 中田　憲佑
27 箕輪中学校 大槻　理久斗 71 島根県立安来高等学校 藤原　大二朗
28 箕輪中学校 中村　駿太 72 山形県立山形東高等学校 國井　亮都
29 米沢市フェンシングスポーツ少年団 村田　一公 73 山形県立山形東高等学校 伊藤　昌太
30 米沢市フェンシングスポーツ少年団 峯田　大空 74 千葉県立検見川高等学校 藤澤　大知
31 むつジュニアフェンシングクラブ 畑中　滉人 75 札幌大谷高等学校 藤田　聖
32 むつジュニアフェンシングクラブ 山田　拓武 76 北海道大野農業高等学校 北口　大智
33 速星中学校 濵崎　隼十 77 大分豊府中学校 安東　凜
34 立命館高等学校 金尾　周平 78 佐賀県立佐賀商業高等学校 品川　聖也
35 立命館中学校 于　大慶 79 新潟県立新潟高等学校 相田　晃成
36 立命館中学校 川西　純功 80 香川県立高松北高等学校 井原　佑介
37 聖籠ジュニアフェンシングクラブ 高野　留聖 81 北杜市立甲陵高等学校 松隈　錬
38 愛知工業大学名電高等学校 古橋　諒樹 82 甲斐清和高等学校 橋本　直
39 愛知工業大学名電高等学校 伊藤　真吾 83 熊本県立翔陽高等学校 小野　翔太
40 慶應義塾湘南藤沢中等部 安達　優和 84 群馬県立沼田高等学校 佐藤　立基
41 栃木県立栃木商業高等学校 伊藤　海之亮 85 茨城県立緑岡高等学校 漆坂　周
42 千葉県立国府台高等学校 篠原　悠 86 開新高等学校 曽我　弘泰
43 秋田県立秋田北鷹高等学校 大塚　昂輝 87 長崎県立諫早商業高等学校 中尾　優輝
44 秋田県立秋田北鷹高等学校 菅原　佑人 88 長崎県立諫早商業高等学校 中原　究

第26回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ｶｯﾌﾟ フェンシング選手権大会



2019年 1月14日（月・祝）

大会第4日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ男子サーブル
スーパーシード８名　ＥＤ３２　１５本勝負から出場
所属先 氏名

1 ＳＥＩＳＡ 小久保　真旺
2 ＪＯＣエリートアカデミー 坪　颯登
3 島根クラブ 津森　志道
4 埼玉栄高等学校 京山　幸世
5 ＨＫＦＣ（日田玖珠フェンシングクラブ） 石井　豪
6 立教新座高等学校 石井　達哉
7 慶應義塾高等学校 山田　海大
8 立教新座高等学校 関口　光一

所属先 氏名 所属先 氏名
1 千葉県立東葛飾高等学校 田中　智也 42 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 前田　絆成
2 鹿児島県立鹿児島南高等学校 樋渡　怜大 43 岐阜県立大垣南高等学校 田内　稜大
3 鹿児島県立鹿児島南高等学校 吉弘　航平 44 愛知工業大学名電中学校 堀　智貴
4 国立神戸大学附属中等教育学校 山根　颯人 45 秋田県立秋田北鷹高等学校 吉田　悠馬
5 光ヶ丘フェンシングクラブ 黒澤　塁 46 慶應義塾湘南藤沢中等部 越智　輝
6 慶應義塾高等学校 山田　翔也 47 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部米倉　侑哉
7 慶應義塾高等学校 山田　海大 48 岐阜県立大垣南高等学校 多賀　亮弥
8 埼玉栄高等学校 京山　幸世 49 秋田県立秋田北鷹高等学校 髙田　恭成
9 エスコラピオス学園海星高等学校 長嶋　柊司 50 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 高山　幸大
10 エスコラピオス学園海星高等学校 浦西　大智 51 福島県立川俣高等学校 馬場　貴之
11 エスコラピオス学園海星高等学校 小川　莉功 52 高崎商科大学附属高等学校 茂木　廉苑
12 法政大学第二高等学校 猪又　翔平 53 東亜学園高等学校 北川　裕貴
13 群馬県立沼田高等学校 松本　純也 54 栃木県立栃木翔南高等学校 尾林　大河
14 HKFC(日田玖珠フェンシングクラブ)石井　豪 55 栃木県立栃木翔南高等学校 山田　佳正
15 立教新座中学校 浦部　光 56 龍谷大学付属平安高等学校 宇野　真央
16 立教新座高等学校 石井　達哉 57 熊本ジュニアクラブ 関本　祐大
17 立教新座高等学校 関口　光一 58 清風高等学校 力武　優斗
18 立教新座高等学校 瀬角　心之介 59 清風高等学校 吉田　充希
19 福岡県フェンシング協会 伊藤　羽舷 60 石川県立金沢西高等学校 中西　一心
20 富山パレスフェンシングクラブ 才木　良太 61 石川県立金沢西高等学校 鍋島　楓
21 富山パレスフェンシングクラブ 土田　龍也 62 愛知工業大学名電高等学校 山本　弥騎斗
22 福島県立川俣高等学校 平山　裕汰 63 宮城県仙台第二高等学校 大瀬戸　志成
23 和歌山県立和歌山東高等学校 金森　冬馬 64 山形県立山形東高等学校 成澤　琉希
24 和歌山県立和歌山東高等学校 湯川　和弘 65 東京学館新潟高等学校 佐藤　来明
25 SEISA 井上　厳優 66 東京学館新潟高等学校 小幡　風雅
26 三田フェンシングクラブ 大井　龍基 67 千葉県立検見川高等学校 小林　柘夢
27 SEISA 山口　李世 68 札幌大谷高等学校 阿部　陽馬
28 川俣町フェンシングスポーツ少年団上遠野　啓太 69 大分豊府中学校 島崎　偉生
29 福岡県フェンシング協会 平田　悠翔 70 大分県立別府翔青高等学校 三好　貫太
30 米沢市フェンシングスポーツ少年団岡村　怜音 71 沼田フェンシングクラブ 峰岸　佳吾
31 香川ジュニアフェンシングクラブ 千葉　唯信 72 宮城県仙台第三高等学校 佐藤　響介
32 BDP NFC 今井　稜久 73 茨城県立緑岡高等学校 松井　快人
33 島根クラブ 津森　志道 74 北杜市立甲陵高等学校 中川　立人
34 ＪＯＣエリートアカデミー 坪　颯登 75 甲斐清和高等学校 小林　歩未
35 東かがわジュニアフェンシングクラブ上村　明武 76 宮崎県立宮崎南高等学校 村社　瑠輝也
36 福岡県フェンシング協会 宮﨑　孝司郎 77 山形県立高畠高等学校 青柳　雄大
37 アプルス 庄司　圭佑 78 札幌大谷高等学校 鎌田　翼
38 SEISA 竹井　耀一 79 柳井学園高等学校 豊原　飛翔
39 SEISA 小久保　真旺 80 柳井学園高等学校 小田　蓮
40 立命館中学校 沼尻　祥明 81 群馬県立沼田高等学校 中嶋　翼
41 岐阜県立羽島北高等学校 大北　唯斗 82 茨城県立緑岡高等学校 鬼澤　陸
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