
牧野杯2019

⼩学⽣⾼学年⼥⼦
2019年2⽉23⽇ - 9:00

FINAL RESULTS

ROUND #1 - POOL - ROUND SEEDING

ROUND #1 - POOL - SCORES

POOL #1

Place Name Club(s) Country

1 岡⽥ 風花 おかだ ふうか (EH) JF⼤分

2 ⼀ノ瀬 桜 いちのせ さくら (EH) 佐賀ジュニアクラブ

3 ⻄川 ⽇湖 にしかわ にこ (EH) 佐賀ジュニアクラブ

4 ⻄⼭ 晴葵 にしやま はるき (EH) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

5 緒⽅ みさき おがた みさき (EH) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

6 ⼋⽊ 凜菜 やぎ りんな (EH) ⿅児島Jrフェンシングクラブ

7 ⽯川 愛珠 いしかわ あず (EH) JF⼤分

8 猪本 咲穂 いのもと さほ (EH) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

9 孫 櫻珊 そん えいま (EH) 福岡県フェンシング協会

10 ⻄⼭ 花桜 にしやま もも (EH) JF⼤分

11 佐藤 光 さとう ひかり (EH) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

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

1 岡⽥ 風花 おかだ ふうか (EH) 1  JF⼤分

2 ⼀ノ瀬 桜 いちのせ さくら (EH) 2  佐賀ジュニアクラブ

3 孫 櫻珊 そん えいま (EH) 3  福岡県フェンシング協会

4 ⻄川 ⽇湖 にしかわ にこ (EH) 4  佐賀ジュニアクラブ

5 猪本 咲穂 いのもと さほ (EH) 5  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

6 ⻄⼭ 晴葵 にしやま はるき (EH) 6  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

7 ⼋⽊ 凜菜 やぎ りんな (EH) 7  ⿅児島JRフェンシングクラブ

8 ⻄⼭ 花桜 にしやま もも (EH) 8  JF⼤分

9 ⽯川 愛珠 いしかわ あず (EH) 9  JF⼤分

10 緒⽅ みさき おがた みさき (EH) 10  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

11 佐藤 光 さとう ひかり (EH) 11  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

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

岡⽥ 風花 おかだ ふうか (EH)

JF⼤分 1 V5 V5 V5 V3 4 1.00 18 6 +12
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POOL #2

ROUND #2 - DE - ROUND SEEDING

⻄⼭ 花桜 にしやま もも (EH)

JF⼤分 2 D0 D3 V5 D1 1 0.25 9 17 -8

緒⽅ みさき おがた みさき (EH)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 3 D3 V5 V5 D3 2 0.50 16 15 +1

猪本 咲穂 いのもと さほ (EH)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 4 D1 D2 D2 D2 0 0.00 7 20 -13

⻄川 ⽇湖 にしかわ にこ (EH)

佐賀ジュニアクラブ 5 D2 V5 V5 V5 3 0.75 17 9 +8

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

佐藤 光 さとう ひかり (EH)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 1 D3 D4 D2 D1 D2 0 0.00 12 25 -13

⻄⼭ 晴葵 にしやま はるき (EH)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 2 V5 V5 D2 V5 V5 4 0.80 22 10 +12

孫 櫻珊 そん えいま (EH)

福岡県フェンシング協会 3 V5 D1 D1 D3 V5 2 0.40 15 20 -5

⼀ノ瀬 桜 いちのせ さくら (EH)

佐賀ジュニアクラブ 4 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 5 +20

⼋⽊ 凜菜 やぎ りんな (EH)

⿅児島JRフェンシングクラブ 5 V5 D1 V5 D0 D3 2 0.40 14 19 -5

⽯川 愛珠 いしかわ あず (EH)

JF⼤分 6 V5 D0 D1 D0 V5 2 0.40 11 20 -9

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

1
⼀ノ瀬 桜 いちのせ さく
ら (EH)

2  佐賀ジュニアクラブ 5  1.00  25  5  +20  Advanced

2
岡⽥ 風花 おかだ ふうか 
(EH)

1  JF⼤分 4  1.00  18  6  +12  Advanced

3
⻄⼭ 晴葵 にしやま はる
き (EH)

6 
宮崎ジュニアフェンシング
クラブ 4  0.80  22  10  +12  Advanced

4
⻄川 ⽇湖 にしかわ にこ 
(EH)

4  佐賀ジュニアクラブ 3  0.75  17  9  +8  Advanced

5
緒⽅ みさき おがた みさ
き (EH)

10 
宮崎ジュニアフェンシング
クラブ 2  0.50  16  15  +1  Advanced

6 孫 櫻珊 そん えいま (EH) 3  福岡県フェンシング協会 2  0.40  15  20  -5  Advanced

7
⼋⽊ 凜菜 やぎ りんな 
(EH)

7 
⿅児島JRフェンシングクラ
ブ 2  0.40  14  19  -5  Advanced

8
⽯川 愛珠 いしかわ あず 
(EH)

9  JF⼤分 2  0.40  11  20  -9  Advanced

9
⻄⼭ 花桜 にしやま もも 
(EH)

8  JF⼤分 1  0.25  9  17  -8  Advanced
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ROUND #2 - DE - SCORES

10
佐藤 光 さとう ひかり 
(EH)

11 
宮崎ジュニアフェンシング
クラブ 0  0.00  12  25  -13  Advanced

11
猪本 咲穂 いのもと さほ 
(EH)

5 
宮崎ジュニアフェンシング
クラブ 0  0.00  7  20  -13  Advanced

Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals

(1) ⼀ノ瀬 桜 いちのせ
さくら (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(1) ⼀ノ瀬 桜 いちのせ
さくら (EH)

(16) -BYE-

(1) ⼀ノ瀬 桜 いちのせ
さくら (EH)

(9) ⻄⼭ 花桜 にしやま
もも (EH)

10 - 2 

JF⼤分
(8) ⽯川 愛珠 いしかわ
あず (EH)

(8) ⽯川 愛珠 いしかわ
あず (EH)

8 - 6 

JF⼤分
(1) ⼀ノ瀬 桜 いちのせ
さくら (EH)

(5) 緒⽅ みさき おがた
みさき (EH)

5 - 3 

宮崎ジュニアフェンシング
クラブ

(5) 緒⽅ みさき おがた
みさき (EH)

(12) -BYE-

(4) ⻄川 ⽇湖 にしかわ
にこ (EH)

(13) -BYE- 10 - 9 

(4) ⻄川 ⽇湖 にしかわ
にこ (EH)

(4) ⻄川 ⽇湖 にしかわ
にこ (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(1) 岡⽥ 風花 おかだ ふ
うか (EH)

(3) ⻄⼭ 晴葵 にしやま
はるき (EH)

5 - 4 

宮崎ジュニアフェンシング
クラブ

(3) ⻄⼭ 晴葵 にしやま
はるき (EH)

(14) -BYE-

(3) ⻄⼭ 晴葵 にしやま
はるき (EH)

(11) 猪本 咲穂 いのもと
さほ (EH)

10 - 6 

宮崎ジュニアフェンシング
クラブ

(6) 猪本 咲穂 いのもと
さほ (EH)
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Results generated by Fencing Time v4.4 Tournament Software
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(6) 孫 櫻珊 そん えいま 
(EH)

10 - 9 

福岡県フェンシング協会
(2) 岡⽥ 風花 おかだ ふ
うか (EH)

(7) ⼋⽊ 凜菜 やぎ りん
な (EH)

10 - 3 

⿅児島JRフェンシングクラ
ブ

(7) ⼋⽊ 凜菜 やぎ りん
な (EH)

(10) 佐藤 光 さとう ひ
かり (EH)

10 - 3 

宮崎ジュニアフェンシングク
ラブ

(2) 岡⽥ 風花 おかだ ふ
うか (EH)

(15) -BYE- 10 - 0 

(2) 岡⽥ 風花 おかだ ふ
うか (EH)

(2) 岡⽥ 風花 おかだ ふ
うか (EH)

JF⼤分

Fence-off for Third

(4) ⻄川 ⽇湖 にしかわ
にこ (EH)

佐賀ジュニアクラブ
(3) ⻄川 ⽇湖 にしかわ
にこ (EH)

(3) ⻄⼭ 晴葵 にしやま
はるき (EH)

10 - 3 

宮崎ジュニアフェンシングク
ラブ
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