
牧野杯2019

⼩学⽣⾼学年男⼦
2019年2⽉23⽇ - 9:00

FINAL RESULTS

ROUND #1 - POOL - ROUND SEEDING

Place Name Club(s) Country

1 今村 凛太郎 いまむら りんたろう (EH) 熊本ジュニアフェンシングクラブ

2 久⼠目 翼 くしめ つばさ (EH) JF⼤分

3 ⽥代 凉 たしろ りょう (EH) 佐賀ジュニアクラブ

4 ⼀ノ瀬 倭 いちのせ やまと (EH) 佐賀ジュニアクラブ

5 ⼩野 佑嘉 おの ゆうが (EH) JF⼤分

6 ⽵原 朋哉 たけはら ともや (EH) 別府ジュニアフェンシングクラブ

7 岩永 陸椰 いわなが りくや (EH) 佐賀ジュニアクラブ

8 橋本 昌仁 はしもと まさひと (EH) JF⼤分

9 植⽊ 晴 うえき はる (EH) JF⼤分

10 與⽥ 翔太郎 よだ しょうたろう (EH) 福岡県フェンシング協会

11 加藤 寧雄 かとう ねお (EH) 熊本ジュニアフェンシングクラブ

12 ⼩坂 拓三 こさか たくみ (EH) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

13 ⼭本 逞真 やまもと たくま (EH) 三島フェンシングクラブ

14 武村 阿⻁ たけむら あとら (EH) 三島フェンシングクラブ

15 ⼤塚 佳史 おおつか けいと (EH) 別府ジュニアフェンシングクラブ

16 ⾸藤 翼 しゅとう つばさ (EH) 別府ジュニアフェンシングクラブ

17 松本 綺⻯ まつもと りゅうき (EH) 佐賀ジュニアクラブ

Seed Name Class./Rank Club(s) Country Status

1 今村 凛太郎 いまむら りんたろう (EH) 1  熊本ジュニアフェンシングクラブ

2 ⼩野 佑嘉 おの ゆうが (EH) 2  JF⼤分

3 久⼠目 翼 くしめ つばさ (EH) 3  JF⼤分

4 岩永 陸椰 いわなが りくや (EH) 4  佐賀ジュニアクラブ

5 植⽊ 晴 うえき はる (EH) 5  JF⼤分

6 橋本 昌仁 はしもと まさひと (EH) 6  JF⼤分

7 ⼀ノ瀬 倭 いちのせ やまと (EH) 7  佐賀ジュニアクラブ

8 加藤 寧雄 かとう ねお (EH) 8  熊本ジュニアフェンシングクラブ

9 ⼭本 逞真 やまもと たくま (EH) 9  三島フェンシングクラブ

10 武村 阿⻁ たけむら あとら (EH) 10  三島フェンシングクラブ

11 ⽥代 凉 たしろ りょう (EH) 11  佐賀ジュニアクラブ
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ROUND #1 - POOL - SCORES

POOL #1

POOL #2

POOL #3

12 與⽥ 翔太郎 よだ しょうたろう (EH) 12  福岡県フェンシング協会

13 ⼤塚 佳史 おおつか けいと (EH) 13  別府ジュニアフェンシングクラブ

14 ⽵原 朋哉 たけはら ともや (EH) 14  別府ジュニアフェンシングクラブ

15 ⼩坂 拓三 こさか たくみ (EH) 15  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

16 ⾸藤 翼 しゅとう つばさ (EH) 16  別府ジュニアフェンシングクラブ

17 松本 綺⻯ まつもと りゅうき (EH) 17  佐賀ジュニアクラブ

# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind

⼀ノ瀬 倭 いちのせ やまと (EH)

佐賀ジュニアクラブ 1 D1 V5 V5 V5 3 0.75 16 10 +6

今村 凛太郎 いまむら りんたろう (EH)

熊本ジュニアフェンシングクラブ 2 V5 V5 D4 V5 3 0.75 19 9 +10

⼤塚 佳史 おおつか けいと (EH)

別府ジュニアフェンシングクラブ 3 D1 D3 D0 D4 0 0.00 8 20 -12

與⽥ 翔太郎 よだ しょうたろう (EH)

福岡県フェンシング協会 4 D2 V5 V5 D2 2 0.50 14 14 0

橋本 昌仁 はしもと まさひと (EH)

JF⼤分 5 D2 D0 V5 V5 2 0.50 12 16 -4

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

植⽊ 晴 うえき はる (EH)

JF⼤分 1 D3 D3 V5 V5 V5 3 0.60 21 12 +9

⼩野 佑嘉 おの ゆうが (EH)

JF⼤分 2 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 5 +20

⽵原 朋哉 たけはら ともや (EH)

別府ジュニアフェンシングクラブ 3 V5 D0 V5 V5 V5 4 0.80 20 11 +9

武村 阿⻁ たけむら あとら (EH)

三島フェンシングクラブ 4 D0 D1 D1 D3 V5 1 0.20 10 21 -11

加藤 寧雄 かとう ねお (EH)

熊本ジュニアフェンシングクラブ 5 D1 D1 D2 V5 V5 2 0.40 14 18 -4

松本 綺⻯ まつもと りゅうき (EH)

佐賀ジュニアクラブ 6 D1 D0 D0 D1 D0 0 0.00 2 25 -23

# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind

岩永 陸椰 いわなが りくや (EH)

佐賀ジュニアクラブ 1 V5 D1 V5 V4 V4 4 0.80 19 10 +9

⽥代 凉 たしろ りょう (EH)

佐賀ジュニアクラブ 2 D2 D1 V5 V5 V5 3 0.60 18 14 +4

久⼠目 翼 くしめ つばさ (EH)

JF⼤分 3 V3 V5 V5 V5 V5 5 1.00 23 7 +16
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ROUND #2 - DE - ROUND SEEDING

ROUND #2 - DE - SCORES

⼭本 逞真 やまもと たくま (EH)

三島フェンシングクラブ 4 D4 D1 D1 V5 D2 1 0.20 13 23 -10

⾸藤 翼 しゅとう つばさ (EH)

別府ジュニアフェンシングクラブ 5 D0 D2 D3 D3 D2 0 0.00 10 24 -14

⼩坂 拓三 こさか たくみ (EH)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 6 D1 D1 D1 V5 V5 2 0.40 13 18 -5

Seed Name Class./Rank Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status

1 ⼩野 佑嘉 おの ゆうが (EH) 2  JF⼤分 5  1.00  25  5  +20  Advanced

2
久⼠目 翼 くしめ つばさ 
(EH)

3  JF⼤分 5  1.00  23  7  +16  Advanced

3
⽵原 朋哉 たけはら ともや 
(EH)

14 
別府ジュニアフェンシン
グクラブ 4  0.80  20  11  +9  Advanced

4
岩永 陸椰 いわなが りくや 
(EH)

4  佐賀ジュニアクラブ 4  0.80  19  10  +9  Advanced

5
今村 凛太郎 いまむら りん
たろう (EH)

1 
熊本ジュニアフェンシン
グクラブ 3  0.75  19  9  +10  Advanced

6
⼀ノ瀬 倭 いちのせ やまと 
(EH)

7  佐賀ジュニアクラブ 3  0.75  16  10  +6  Advanced

7 植⽊ 晴 うえき はる (EH) 5  JF⼤分 3  0.60  21  12  +9  Advanced

8 ⽥代 凉 たしろ りょう (EH) 11  佐賀ジュニアクラブ 3  0.60  18  14  +4  Advanced

9
與⽥ 翔太郎 よだ しょうた
ろう (EH)

12  福岡県フェンシング協会 2  0.50  14  14  0  Advanced

10
橋本 昌仁 はしもと まさひ
と (EH)

6  JF⼤分 2  0.50  12  16  -4  Advanced

11 加藤 寧雄 かとう ねお (EH) 8 
熊本ジュニアフェンシン
グクラブ 2  0.40  14  18  -4  Advanced

12
⼩坂 拓三 こさか たくみ 
(EH)

15 
宮崎ジュニアフェンシン
グクラブ 2  0.40  13  18  -5  Advanced

13
⼭本 逞真 やまもと たくま 
(EH)

9  三島フェンシングクラブ 1  0.20  13  23  -10  Advanced

14
武村 阿⻁ たけむら あとら 
(EH)

10  三島フェンシングクラブ 1  0.20  10  21  -11  Advanced

15
⼤塚 佳史 おおつか けいと 
(EH)

13 
別府ジュニアフェンシン
グクラブ 0  0.00  8  20  -12  Advanced

16
⾸藤 翼 しゅとう つばさ 
(EH)

16 
別府ジュニアフェンシン
グクラブ 0  0.00  10  24  -14  Advanced

17
松本 綺⻯ まつもと りゅう
き (EH)

17  佐賀ジュニアクラブ 0  0.00  2  25  -23  Advanced
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Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals

(1) ⼩野 佑嘉 おの
ゆうが (EH)

JF⼤分
(1) ⼩野 佑嘉 おの
ゆうが (EH)

(32) -BYE-

(1) ⼩野 佑嘉 おの
ゆうが (EH)

(17) 松本 綺⻯ まつ
もと りゅうき (EH)

10 - 1 

佐賀ジュニアクラブ
(16) ⾸藤 翼 しゅと
う つばさ (EH)

(16) ⾸藤 翼 しゅと
う つばさ (EH)

10 - 3 

別府ジュニアフェンシ
ングクラブ

(1) ⽥代 凉 たしろ
りょう (EH)

(9) 與⽥ 翔太郎 よだ
しょうたろう (EH)

10 - 5 

福岡県フェンシング協
会

(9) 與⽥ 翔太郎 よだ
しょうたろう (EH)

(24) -BYE-

(8) ⽥代 凉 たしろ
りょう (EH)

(25) -BYE- 10 - 4 

(8) ⽥代 凉 たしろ
りょう (EH)

(8) ⽥代 凉 たしろ
りょう (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(1) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

(5) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

10 - 6 

熊本ジュニアフェンシ
ングクラブ

(5) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

(28) -BYE-

(5) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

(21) -BYE- 10 - 1 

(12) ⼩坂 拓三 こさ
か たくみ (EH)

(12) ⼩坂 拓三 こさ
か たくみ (EH)

宮崎ジュニアフェンシ
ングクラブ

(4) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

(13) ⼭本 逞真 やま
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もと たくま (EH) 10 - 4 

三島フェンシングクラ
ブ

(13) ⼭本 逞真 やま
もと たくま (EH)

(20) -BYE-

(4) 岩永 陸椰 いわな
が りくや (EH)

(29) -BYE- 10 - 1 

(4) 岩永 陸椰 いわな
が りくや (EH)

(4) 岩永 陸椰 いわな
が りくや (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(1) 今村 凛太郎 いま
むら りんたろう 
(EH)

(3) ⽵原 朋哉 たけは
ら ともや (EH)

10 - 6 

別府ジュニアフェンシ
ングクラブ

(3) ⽵原 朋哉 たけは
ら ともや (EH)

(30) -BYE-

(3) ⽵原 朋哉 たけは
ら ともや (EH)

(19) -BYE- 10 - 1 

(14) 武村 阿⻁ たけ
むら あとら (EH)

(14) 武村 阿⻁ たけ
むら あとら (EH)

三島フェンシングクラ
ブ

(3) ⼀ノ瀬 倭 いちの
せ やまと (EH)

(11) 加藤 寧雄 かと
う ねお (EH)

10 - 8 

熊本ジュニアフェンシ
ングクラブ

(11) 加藤 寧雄 かと
う ねお (EH)

(22) -BYE-

(6) ⼀ノ瀬 倭 いちの
せ やまと (EH)

(27) -BYE- 10 - 3 

(6) ⼀ノ瀬 倭 いちの
せ やまと (EH)

(6) ⼀ノ瀬 倭 いちの
せ やまと (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(2) 久⼠目 翼 くしめ
つばさ (EH)

(7) 植⽊ 晴 うえき
はる (EH)

10 - 4 

JF⼤分
(7) 植⽊ 晴 うえき
はる (EH)

(26) -BYE-

(7) 橋本 昌仁 はしも
と まさひと (EH)
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(23) -BYE- 10 - 8 

(10) 橋本 昌仁 はし
もと まさひと (EH)

(10) 橋本 昌仁 はし
もと まさひと (EH)

JF⼤分
(2) 久⼠目 翼 くしめ
つばさ (EH)

(15) ⼤塚 佳史 おお
つか けいと (EH)

10 - 3 

別府ジュニアフェンシ
ングクラブ

(15) ⼤塚 佳史 おお
つか けいと (EH)

(18) -BYE-

(2) 久⼠目 翼 くしめ
つばさ (EH)

(31) -BYE- 10 - 3 

(2) 久⼠目 翼 くしめ
つばさ (EH)

(2) 久⼠目 翼 くしめ
つばさ (EH)

JF⼤分

Fence-off for Third

(4) ⽥代 凉 たしろ りょ
う (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(3) ⽥代 凉 たしろ りょ
う (EH)

(3) ⼀ノ瀬 倭 いちのせ
やまと (EH)

10 - 7 

佐賀ジュニアクラブ
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