
牧野杯⼆⽇目種目

⼀般⼥⼦サーブル
2019年2⽉24⽇ - 10:00

FINAL RESULTS

ROUND #1 - POOL - ROUND SEEDING

ROUND #1 - POOL - SCORES

POOL #1

Place Name Club(s) Country

1 三ヶ尻 茉由 みかじり まゆ (SS) ⼤分豊府⾼等学校

2 ⼭本 萌 やまもと もえ (SS) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

3 ⾕⼝ 真⿇ たにぐち まお (SS) 宮崎ジュニアフェンシングクラブ

4 関本 亜湖 せきもと あこ (SS) 開新⾼校

5 平野 菜那 ひらの なな (SS) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

6 ⽊村 礼奈 きむら れな (SS) ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

7 村尾 果鈴 むらお かりん (SS) ⿅児島Jrフェンシングクラブ

8 奈須 ⿇央 なす まひろ (SS) ⼤分豊府⾼等学校

9 中⼭ 真希 なかやま まき (SS) 熊本ジュニアフェンシングクラブ

10 後藤 碧⾐ ごとう あおい (SS) ⼤分豊府中学校

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

1 ⾕⼝ 真⿇ たにぐち まお (SS) 1  宮崎ジュニアフェンシングクラブ

2 村尾 果鈴 むらお かりん (SS) 2  ⿅児島JRフェンシングクラブ

3 中⼭ 真希 なかやま まき (SS) 3  熊本ジュニアフェンシングクラブ

4 三ヶ尻 茉由 みかじり まゆ (SS) 4  ⼤分豊府⾼等学校

5 後藤 碧⾐ ごとう あおい (SS) 5  ⼤分豊府中学校

6 関本 亜湖 せきもと あこ (SS) 7  開新⾼校

7 ⼭本 萌 やまもと もえ (SS) 8  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

8 奈須 ⿇央 なす まひろ (SS) 9  ⼤分豊府⾼等学校

9 ⽊村 礼奈 きむら れな (SS) 10  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

10 平野 菜那 ひらの なな (SS) 11  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

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

平野 菜那 ひらの なな (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 1 D2 D1 V5 V5 2 0.50 13 13 0

⽊村 礼奈 きむら れな (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 2 V5 D0 V5 D2 2 0.50 12 13 -1

三ヶ尻 茉由 みかじり まゆ (SS)
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POOL #2

ROUND #2 - DE - ROUND SEEDING

⼤分豊府⾼等学校 3 V5 V5 V5 V5 4 1.00 20 2 +18

後藤 碧⾐ ごとう あおい (SS)

⼤分豊府中学校 4 D1 D1 D1 D0 0 0.00 3 20 -17

⾕⼝ 真⿇ たにぐち まお (SS)

宮崎ジュニアフェンシングクラブ 5 D2 V5 D0 V5 2 0.50 12 12 0

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

奈須 ⿇央 なす まひろ (SS)

⼤分豊府⾼等学校 1 D3 D0 D3 V5 1 0.25 11 18 -7

関本 亜湖 せきもと あこ (SS)

開新⾼校 2 V5 D1 V5 V5 3 0.75 16 14 +2

⼭本 萌 やまもと もえ (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 3 V5 V5 V5 V5 4 1.00 20 3 +17

村尾 果鈴 むらお かりん (SS)

⿅児島JRフェンシングクラブ 4 V5 D3 D1 D3 1 0.25 12 18 -6

中⼭ 真希 なかやま まき (SS)

熊本ジュニアフェンシングクラブ 5 D3 D3 D1 V5 1 0.25 12 18 -6

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

1
三ヶ尻 茉由 みかじり ま
ゆ (SS)

4  ⼤分豊府⾼等学校 4  1.00  20  2  +18  Advanced

2
⼭本 萌 やまもと もえ 
(SS)

8  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 4  1.00  20  3  +17  Advanced

3
関本 亜湖 せきもと あこ 
(SS)

7  開新⾼校 3  0.75  16  14  +2  Advanced

4
平野 菜那 ひらの なな 
(SS)

11  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 2  0.50  13  13  0  Advanced

5
⾕⼝ 真⿇ たにぐち まお 
(SS)

1 
宮崎ジュニアフェンシング
クラブ 2  0.50  12  12  0  Advanced

6
⽊村 礼奈 きむら れな 
(SS)

10  ⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校 2  0.50  12  13  -1  Advanced

7T
村尾 果鈴 むらお かりん 
(SS)

2 
⿅児島JRフェンシングクラ
ブ 1  0.25  12  18  -6  Advanced

7T
中⼭ 真希 なかやま まき 
(SS)

3 
熊本ジュニアフェンシング
クラブ 1  0.25  12  18  -6  Advanced

9
奈須 ⿇央 なす まひろ 
(SS)

9  ⼤分豊府⾼等学校 1  0.25  11  18  -7  Advanced

10
後藤 碧⾐ ごとう あおい 
(SS)

5  ⼤分豊府中学校 0  0.00  3  20  -17  Advanced
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ROUND #2 - DE - SCORES

Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals

(1) 三ヶ尻 茉由 みかじり
まゆ (SS)

⼤分豊府⾼等学校
(1) 三ヶ尻 茉由 みかじり
まゆ (SS)

(16) -BYE-

(1) 三ヶ尻 茉由 みかじり
まゆ (SS)

(9) 奈須 ⿇央 なす まひ
ろ (SS)

10 - 3 

⼤分豊府⾼等学校
(8) 奈須 ⿇央 なす まひ
ろ (SS)

(8) 中⼭ 真希 なかやま
まき (SS)

10 - 4 

熊本ジュニアフェンシングク
ラブ

(1) 三ヶ尻 茉由 みかじり
まゆ (SS)

(5) ⾕⼝ 真⿇ たにぐち
まお (SS)

10 - 5 

宮崎ジュニアフェンシング
クラブ

(5) ⾕⼝ 真⿇ たにぐち
まお (SS)

(12) -BYE-

(4) ⾕⼝ 真⿇ たにぐち
まお (SS)

(13) -BYE- 10 - 4 

(4) 平野 菜那 ひらの な
な (SS)

(4) 平野 菜那 ひらの な
な (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校
(1) 三ヶ尻 茉由 みかじり
まゆ (SS)

(3) 関本 亜湖 せきもと
あこ (SS)

10 - 3 

開新⾼校
(3) 関本 亜湖 せきもと
あこ (SS)

(14) -BYE-

(3) 関本 亜湖 せきもと
あこ (SS)

(11) -BYE- 10 - 4 

(6) ⽊村 礼奈 きむら れ
な (SS)

(6) ⽊村 礼奈 きむら れ
な (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校
(2) ⼭本 萌 やまもと も
え (SS)

(7) 村尾 果鈴 むらお か
りん (SS)

10 - 7 
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Results generated by Fencing Time v4.4 Tournament Software

www.FencingTime.com

Copyright © 2018 by Fencing Time, LLC

⿅児島JRフェンシングクラ
ブ

(7) 村尾 果鈴 むらお か
りん (SS)

(10) 後藤 碧⾐ ごとう
あおい (SS)

10 - 6 

⼤分豊府中学校
(2) ⼭本 萌 やまもと も
え (SS)

(15) -BYE- 10 - 0 

(2) ⼭本 萌 やまもと も
え (SS)

(2) ⼭本 萌 やまもと も
え (SS)

⻑崎県⽴諫早商業⾼等学校

Fence-off for Third

(4) ⾕⼝ 真⿇ たにぐち
まお (SS)

宮崎ジュニアフェンシング
クラブ

(3) ⾕⼝ 真⿇ たにぐち
まお (SS)

(3) 関本 亜湖 せきもと
あこ (SS)

10 - 4 

開新⾼校
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