
2019年 1月11日（金）

大会第1日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●ジュニア男子フル－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 慶應義塾大学 藤倉　類
2 岐阜県立大垣南高等学校 馬場　俊輔
3 大分県立大分豊府高等学校 中村　太郎
4 東亜学園高等学校 川村　京太
5 セントメリーズインターナルスクール ジュリアンガッツチョーク
6 中央大学 菅原　康平
7 龍谷大学付属平安中学校 飯村　一輝
8 中央大学 冨田　優作

所属先 氏名 所属先 氏名
1 鹿児島県立鹿児島南高等学校 神宮司　真矢 85 はしまモア 福田　亮介
2 鹿児島県立鹿児島南高等学校 吉弘　航平 86 高崎商科大学附属高等学校 長沼　偉穏
3 日本体育大学 橋爪　雄大 87 東亜学園高等学校 川村　京太
4 青山学院大学 仲田　知喜 88 東亜学園高等学校 メンドーザ　ミゲール
5 光ヶ丘フェンシングクラブ 黒澤　塁 89 東亜学園高等学校 西口　泰嵩
6 千葉県立検見川高等学校 堀根　悠来 90 富山県立富山西高等学校 佐野　航琉
7 龍谷大学付属平安中学校 飯村　一輝 91 法政大学第二高等学校 山本　稀琉
8 慶應義塾高等学校 水野　怜央名 92 富山県立水橋高等学校 加藤　巨樹
9 長野ジュニアＦＣ 杉岡　瑞基 93 富山県立水橋高等学校 永原　正大
10 慶應義塾大学 藤倉　類 94 富山県立水橋高等学校 清水　稜介
11 慶應義塾大学 永澤　宏紀 95 石川県立金沢伏見高等学校 辻村　銀太
12 立教大学 野根　良介 96 長崎県立諫早商業高等学校 土橋　和真
13 埼玉栄高等学校 笠原　慎太郎 97 大分県立大分豊府高等学校 中村　太郎
14 埼玉栄高等学校 江村　凌平 98 松山ジュニアフェンシングクラブ 檜垣　純堅
15 朝日大学 原田　晃佑 99 龍谷大学付属平安高等学校 田中　風舞
16 エスコラピオス学園海星高等学校 佐藤　光琉 100 龍谷大学付属平安高等学校 吉田　樹生
17 エスコラピオス学園海星高等学校 小﨑　一磨 101 山口県立岩国工業高等学校 石村　隆之介
18 同志社大学 加藤　啓吾 102 山口県立岩国工業高等学校 田所　龍弥
19 立命館大学 ウェディシンハ　ジュン 103 山口県立岩国工業高等学校 木下　南琉
20 東京フェンシングスクール 三浦　知哉 104 山口県立岩国工業高等学校 柏原　翔太
21 中央大学 石井　魁 105 山口県立岩国工業高等学校 堀部　聖太
22 中央大学 冨田　優作 106 福井県立武生商業高等学校 川端　優太
23 中央大学 菅原　康平 107 尚絅学院高等学校 川﨑　陸
24 群馬県立沼田高等学校 井口　涼太 108 岡山県立玉野光南高等学校 岡田　寛大
25 法政大学 岩田　圭介 109 清風高等学校 坪本　能幸
26 法政大学 小田　隆介 110 清風高等学校 澁谷　和典
27 法政大学 北村　透海 111 清風高等学校 辻中　悠真
28 立教新座中学校 橋本　祥英 112 近畿大学 黒川　康貴
29 立教新座高等学校 石井　和真 113 近畿大学 福光　勇太
30 福岡県フェンシング協会 佐藤　悠雅 114 和歌山県立向陽高等学校 森　大翔
31 福島県立川俣高等学校 本間　英太 115 セントメリーズ　インターナショナルスクール ジュリアン　ガッツチョーク
32 福島県立川俣高等学校 齋藤　駿 116 仙台城南高等学校 藤澤　将匡
33 和歌山県立和歌山東高等学校 太田　航輔 117 仙台城南高等学校 猪狩　つばさ
34 学習院大学 服部　毅瑠 118 仙台城南高等学校 内ケ崎　良磨
35 明治大学 荒金　泰成 119 岐阜県立岐阜各務野高等学校 大竹　諒
36 香川県立高松北高等学校 高杉　有吾 120 和北ジュニアクラブ 菊元　雪
37 香川県立高松北高等学校 山田　一八 121 和歌山県立和歌山北高等学校 井神　俊兵
38 日本大学 山本　力也 122 長野県伊那北高等学校 鎌倉　京平
39 日本大学 海老原　樹 123 長野県伊那北高等学校 小林　聖矢
40 日本大学 金築　元喜 124 長野県伊那北高等学校 田中　良樹
41 日本大学 松渕　真平 125 富山県立富山西高等学校 田辺　空我
42 日本大学 井川　晃暉 126 島根県立安来高等学校 藤原　大二朗
43 日本大学 四元　澪 127 青森県立田名部高等学校 坪　颯馬
44 水戸クラブ 石井　勇多 128 青森県立田名部高等学校 菊池　隆太
45 愛知工業大学 原田　神魁 129 青森県立田名部高等学校 柏崎　瑞仁
46 愛知工業大学 宮地　恭平 130 山形県立山形東高等学校 齊藤　丈
47 愛知工業大学 薮　一輝 131 東京学館新潟高等学校  稲垣　恵人
48 愛知工業大学 長谷川　雅也 132 東京学館新潟高等学校 佐藤　真輝
49 秋田県立秋田南高等学校 仙葉　遼輔 133 宮城県気仙沼高等学校 村上　拳
50 香川県立三本松高等学校 松村　尚輝 134 札幌大谷高等学校 坂本　皓陽
51 Golubitsky Fencing Center ロレンツォーニ　ダビデ 135 札幌大谷高等学校 阿部　陽馬
52 専修大学 高梨　遼太朗 136 石川県立松任高等学校 浅井　一抹
53 専修大学 若林　直希 137 京都産業大学 井上　航
54 専修大学 髙木　大夢 138 京都産業大学 浦川　佳之
55 新田高等学校 隅岡　元気 139 千葉県立柏陵高等学校 佐久間　朝陽
56 SEISA 山口　改 140 千葉県立柏陵高等学校 菅谷　優斗
57 拓殖大学 渡辺　晋吾 141 千葉県立柏陵高等学校 小貫　暁人
58 拓殖大学 根橋　大空 142 大分県立別府翔青高等学校 小田　翔一朗
59 拓殖大学 江藤　和博 143 鹿児島高等学校 水流　颯
60 関西学院大学 瓜生　陽 144 鹿児島高等学校 林　祥蓮
61 関西学院大学 大釜　辰也 145 上宮高等学校 西脇　裕馬
62 SEISA ビューワーニック　ダグラス146 福岡県立福岡魁誠高等学校 高津　碧
63 岐阜県立羽島北高等学校 加藤　颯人 147 慶應義塾大学 竹村　連
64 長野県箕輪進修高等学校 中村　健人 148 学習院大学 中山　遼人
65 岐阜県立大垣南高等学校 勅使河原　明日架 149 栃木県立宇都宮南高等学校 仙波　響
66 愛知工業大学名電高等学校 加賀　匠馬 150 栃木県立宇都宮南高等学校 京極　光志
67 愛知工業大学名電高等学校 太田　拓輝 151 北杜市立甲陵高等学校 野村　奈生樹
68 愛知工業大学名電高等学校 伊藤　真吾 152 甲斐清和高等学校 小林　歩未
69 秋田県立秋田北鷹高等学校 成田　航也 153 宮崎県立宮崎南高等学校 稲倉　宗暉
70 秋田県立秋田北鷹高等学校 宮崎　泰我 154 宮崎県立宮崎南高等学校 花田　一真
71 秋田県立秋田北鷹高等学校 佐藤　武揚 155 札幌光星高等学校 松田　頼弥
72 青森県立青森北高等学校今別校舎 相内　大地 156 札幌光星高等学校 安永　恵達
73 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 杉山　比呂 157 山形県立米沢興譲館高等学校 大西　ひかる
74 龍谷大学 村崎　祐真 158 熊本県立翔陽高等学校 板楠　大知
75 龍谷大学 吉崎　誓真 159 熊本県立翔陽高等学校 森田　祥央
76 岐阜県立大垣南高等学校 馬場　俊輔 160 日田高校 上野　智広
77 岐阜県立大垣南高等学校 溝口　晴也 161 静岡クラブ 小川　智也
78 愛媛県立三島高等学校 宮﨑　悠伸 162 秋田県立秋田北鷹高等学校 三浦　基輝
79 フェンサーズファクトリー 見目　宏介 163 長崎県立諫早商業高等学校 中原　究
80 法政大学第二高等学校 北村　創拓
81 京都府立乙訓高等学校 宿院　徳真
82 京都府立乙訓高等学校 大野　潤平
83 京都府立乙訓高等学校 西村　啓佑
84 はしまモア 河村　一摩

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12日（土）

大会第2日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●ジュニア男子エペ　
スーパーシード８名　ＥＤ３２  １５本勝負から出場
所属先 氏名

1 早稲田大学 増田　陽人
2 香川県立高松北高等学校 金髙　大乘
3 栃木県立栃木商業高等学校 武井　琉晟
4 山口県立岩国工業高等学校 菊地　正太郎
5 山口県立岩国工業高等学校 大谷　健介
6 慶應義塾高等学校 大崎　練介
7 埼玉栄高等学校 浅海　聖哉
8 群馬県立沼田高等学校 関原　麗允

所属先 氏名 所属先 氏名
1 東京都立王子総合高等学校 松本　龍 73 秋田県立秋田北鷹高等学校 菅原　佑人
2 千葉県立東葛飾高等学校 岩部　未来穂 74 京都府立乙訓高等学校 宿院　徳真
3 鹿児島県立鹿児島南高等学校 神宮司　真矢 75 京都府立乙訓高等学校 浅井　瑛斗
4 鹿児島県立鹿児島南高等学校 野島　玲央 76 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 大山　恭右
5 専修大学 齋藤　憲司 77 関西大学 木澤　聡志
6 日本体育大学 大津　陽平 78 高崎商科大学附属高等学校 加来　祐基
7 日本体育大学 杠　星哉 79 法政大学第二高等学校 園田　啓斗
8 青山学院大学 田代　一裕 80 富山県立水橋高等学校 加藤　巨樹
9 青山学院大学 川村　佳 81 富山県立水橋高等学校 永原　正大
10 慶應義塾高等学校 大﨑　練介 82 福島県立福島商業高等学校 鴫原　愛義人
11 慶應義塾高等学校 中島　恒 83 長崎県立諫早商業高等学校 土橋　和真
12 慶應義塾大学 田村　純也 84 龍谷大学付属平安高等学校 宮川　恒
13 慶應義塾大学 小山　英礼 85 山口県立岩国工業高等学校 田中　空大
14 立教大学 牛草　倫太朗 86 山口県立岩国工業高等学校 茶谷　龍聖
15 立教大学 田尻　崇史 87 佐賀清和高等学校 古川　真明
16 埼玉栄高等学校 森井　亮介 88 岡山県立玉野光南高等学校 岡田　寛大
17 埼玉栄高等学校 酒井　哉瑠 89 清風高等学校 澁谷　和典
18 埼玉栄高等学校 浅海　聖哉 90 清風高等学校 中野　雄斗
19 朝日大学 近藤　勇大 91 北海道大野農業高等学校 吉田　将弘
20 朝日大学 藤井　凌大 92 近畿大学 木村　伊織
21 エスコラピオス学園海星高等学校 小津　貴慈 93 近畿大学 水間　大喜
22 プラチナフェンシングチーム 唐澤　　　　颯斗 94 仙台城南高等学校 藤澤　将匡
23 同志社大学 加藤　雅望 95 仙台城南高等学校 内ケ崎　良磨
24 立命館大学 ウェディシンハ　ジュン 96 岐阜県立岐阜各務野高等学校 大竹　諒
25 中央大学 田尻　航大 97 長野県伊那北高等学校 鎌倉　京平
26 中央大学 石井　一希 98 三重県立津東高等学校 中田　憲佑
27 群馬県立沼田高等学校 青木　武蔵 99 宮城県仙台第二高等学校 赤石　丞
28 法政大学 沢村　拓哉 100 島根県立安来高等学校 藤原　大二朗
29 法政大学 名倉　京佑 101 青森県立田名部高等学校 菊池　隆太
30 山口県立岩国工業高等学校 菊池　正太郎 102 青森県立田名部高等学校 柏崎　瑞仁
31 山口県立岩国工業高等学校 大谷　謙介 103 東京学館新潟高等学校 佐藤　真輝
32 立教新座高等学校 角坂　大陸 104 広島県立神辺旭高等学校 佐々木　智也
33 東京農業大学 金田　和樹 105 札幌大谷高等学校 坂本　皓陽
34 東京農業大学 梶原　三厳 106 京都産業大学 内山　太智
35 福島県立川俣高等学校 齋藤　駿 107 京都産業大学 今井　海斗
36 明治大学 荒金　泰成 108 大分県立別府翔青高等学校 小田　翔一朗

37 明治大学 毛利　凌乙 109 大分県立別府翔青高等学校 池田　遙都

38 三田フェンシングクラブ 坂藤　秀昌 110 新潟県立新潟高等学校 田中　佑樹

39 三田フェンシングクラブ 小城　颯人 111 盈進高等学校 堀本　達郎

40 早稲田大学 増田　陽人 112 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 濱中　雅也

41 香川県立高松北高等学校 金髙　大乘 113 福岡県立福岡魁誠高等学校 高津　碧

42 香川県立高松北高等学校 杉本　磨哉 114 福岡県立福岡魁誠高等学校 山口　元気

43 香川県立高松北高等学校 木内　博哉 115 学習院大学 神田　翔悟

44 高知県立高知南高等学校 平松　良規 116 学習院大学 中山　遼人

45 高知県立高知南高等学校 國本　大祐 117 学習院大学 村野　恵太

46 日本大学 佐々木　功喜 118 茨城県立緑岡高等学校 大峡　侑作

47 日本大学 宇都木　勇輝 119 北杜市立甲陵高等学校 野村　奈生樹

48 日本大学 齊脇　拓海 120 甲斐清和高等学校 金　洞煜

49 日本大学 中島　直輝 121 宮崎県立宮崎南高等学校 稲倉　宗暉

50 水戸クラブ 石井　勇多 122 山形県立山形中央高等学校 滝口　峡

51 箕輪中学校 中村　駿太 123 熊本県立翔陽高等学校 板楠　大知

52 愛知工業大学 長谷川　雅也 124 開新高等学校 曽我　弘泰

53 愛知工業大学 佐々木　優吏 125 神戸大学 田畑　翔

54 米沢市フェンシングスポーツ少年団 峯田　大空 126 長崎県立諫早商業高等学校 中原　究

55 香川県立三本松高等学校 入谷　和輝 127 群馬県立沼田高等学校 関原　麗允

56 専修大学 伊藤　颯馬
57 栃木県立栃木商業高等学校 武井　琉晟
58 福井県立武生高等学校 戸井　和希
59 法政大学第二高等学校 安齋　一豪
60 静岡県立田方農業高等学校 藤浪　竜馬
61 愛知工業大学名電高等学校 井上　誉聡
62 愛知工業大学名電高等学校 古橋　諒樹
63 愛知工業大学名電高等学校 土井　崇愛
64 秋田県立秋田北鷹高等学校 宮崎　泰我
65 秋田県立秋田北鷹高等学校 佐藤　武揚
66 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 髙橋　拳一
67 栃木県立栃木商業高等学校 伊藤　海之亮
68 千葉県立国府台高等学校 長谷川　聖
69 和歌山県立箕島高等学校 谷　紘輔
70 和歌山県立箕島高等学校 山本　裕暉
71 岐阜県立大垣南高等学校 上村　優斗
72 岐阜県立大垣南高等学校 伊藤　貴斗
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2019年 1月12日（土）

大会第2日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

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

1 ＪＯＣエリートアカデミー 吉田　多聞
2 愛知工業大学名電高等学校 尾矢　陽太
3 日大豊山高校 杉本　隆大
4 中央大学 野村　涼
5 日本大学 浅野　裕暉
6 ＪＯＣエリートアカデミー 坪　颯登
7 三重県立鳥羽高等学校 小久保　遥斗
8 ＳＥＩＳＡ 小久保　真旺

所属先 氏名 所属先 氏名
1 早稲田高等学校 大杉　俊之 73 法政大学第二高等学校 須藤　嶺央
2 早稲田高等学校 山田　黎乙 74 岐阜県立羽島北高等学校 加藤　颯人
3 千葉県立東葛飾高等学校 田中　智也 75 岐阜県立羽島北高等学校 大北　唯斗
4 鹿児島県立鹿児島南高等学校 永田　航 76 富山県立富山西高等学校 金道　竜太
5 鹿児島県立鹿児島南高等学校 古川　蓮 77 長野県箕輪進修高等学校 遠藤　虎太郎
6 日本体育大学 若月　航矢 78 静岡県立田方農業高等学校 留場　智也
7 日本体育大学 吉川　元人 79 静岡県立田方農業高等学校 落合　信五
8 国立神戸大学附属中等教育学校 山根　颯人 80 岐阜県立大垣南高等学校 田内　稜大
9 千葉県立検見川高等学校 佐藤　龍一 81 愛知工業大学名電高等学校 尾矢　陽太
10 慶應義塾高等学校 木下　秀信 82 愛知工業大学名電高等学校 加藤　響
11 日本大学豊山高等学校 杉本　隆大 83 愛知工業大学名電高等学校 稲田　英人
12 日本大学豊山高等学校 木村　友哉 84 秋田県立秋田北鷹高等学校 佐藤　悠也
13 慶應義塾大学 佐々木　舜輔 85 秋田県立秋田北鷹高等学校 髙田　恭成
14 慶應義塾大学 川村　隆友 86 愛媛県立三島高等学校 宮﨑　悠伸
15 慶應義塾大学 橋本　直樹 87 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 高山　幸大
16 慶應義塾大学 水野　智之 88 栃木県立栃木翔南高等学校 熊倉　龍星
17 慶應義塾大学 山本　健斗 89 大分県立大分豊府高等学校 鍵本　開里
18 立教大学 中村　冠太 90 大分県立大分豊府高等学校 矢田　圭佑
19 埼玉栄高等学校 江村　凌平 91 龍谷大学付属平安高等学校 安井　康太郎
20 埼玉栄高等学校 水上　映斗 92 龍谷大学付属平安高等学校 大后　秀明
21 埼玉栄高等学校 京山　幸世 93 清風高等学校 坪本　能幸
22 朝日大学 杉山　颯季 94 清風高等学校 力武　優斗
23 朝日大学 戸巻　政哉 95 清風高等学校 平田　歩己
24 朝日大学 守口　一真 96 長野県伊那北高等学校 田中　良樹
25 朝日大学 山﨑　中 97 岡山県立西大寺高等学校 小向　辰旺
26 東京大学 児玉　大樹 98 宮城県仙台第二高等学校 菊地　駿希
27 エスコラピオス学園海星高等学校 長嶋　柊司 99 青森県立田名部高等学校 納谷　優助
28 エスコラピオス学園海星高等学校 川口　晴司 100 山形県立山形東高等学校 齊藤　丈
29 立命館大学 鷲尾　浩治 101 山形県立山形東高等学校 中村　俊介
30 中央大学 野村　涼 102 山形県立山形東高等学校 早坂　拓能
31 中央大学 平田　佳史樹 103 東京学館新潟高等学校 野中　開
32 中央大学 平野　航大 104 広島県立神辺旭高等学校 那須　孝太郎
33 群馬県立沼田高等学校 井口　涼太 105 京都産業大学 井上　航
34 群馬県立沼田高等学校 土井　薫 106 長崎県立長崎工業高等学校 松永　一朗
35 群馬県立沼田高等学校 松本　純也 107 長崎県立長崎工業高等学校 永松　泰樹
36 HKFC(日田玖珠フェンシングクラブ) 石井　豪 108 宮城県仙台第三高等学校 齋藤　雄太
37 法政大学 小田　隆介 109 福岡県立福岡魁誠高等学校 平野　颯人
38 法政大学 山本　真太郎 110 学習院大学 志村　駿介

39 青森明の星高等学校 成田　武永 111 北杜市立甲陵高等学校 今井　楓人

40 立教新座高等学校 関口　光一 112 甲斐清和高等学校 廣瀬　穣朱阿

41 富山パレスフェンシングクラブ 才木　良太 113 宮崎県立宮崎南高等学校 杉野　照瑛

42 福島県立川俣高等学校 平山　裕汰 114 宮崎県立宮崎南高等学校 竹之内　太一

43 和歌山県立和歌山東高等学校 金森　冬馬 115 札幌光星高等学校 松田　頼弥

44 和歌山県立和歌山東高等学校 森川　仁 116 札幌光星高等学校 安永　恵達

45 岩手県立一関第二高等学校 小岩　聖那 117 柳井学園高等学校 松井　康太

46 学習院大学 服部　毅瑠
47 学習院大学 篠原　涼
48 明治大学 幡野　一貴
49 早稲田大学 青木　貴雅
50 日本大学 松永　健吾
51 日本大学 淺野　裕暉
52 日本大学 柏木　慈理
53 日本大学 吉良　友汰
54 福岡県フェンシング協会 平田　悠翔
55 愛知工業大学 西田　大地
56 米沢市フェンシングスポーツ少年団 岡村　怜音
57 島根クラブ 津森　志道
58 香川県立三本松高等学校 松村　尚輝
59 香川県立三本松高等学校 川田　崇暉
60 水戸葵陵高等学校 安　優人
61 ＪＯＣエリートアカデミー 吉田　多聞
62 ＪＯＣエリートアカデミー 坪　颯登
63 柳井学園高等学校 森多　諒
64 柳井学園高等学校 松尾　千尋
65 専修大学 紺屋　雅輝
66 福岡県フェンシング協会 宮﨑　孝司郎
67 栃木県立栃木商業高等学校 岡部　佑斗
68 福井県立武生高等学校 谷下　尚弥
69 三重県立鳥羽高等学校 小久保　遥斗
70 関西学院大学 蓮池　岳仁
71 関西学院大学 市岡　拓也
72 SEISA 小久保　真旺
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