
2020年 1月12日（日）

大会第4日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ女子フルーレ
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 京都府立乙訓高等学校 竹山　柚葉
2 龍谷大学付属平安中学校 飯村　彩乃
3 和歌山県立和歌山北高等学校 岩本　鈴菜
4 中京大学Jr 山田　ひなた
5 京都府立乙訓高等学校 津田　愛美
6 東亜学園高等学校 重藤　美紀
7 一関フェンシングスポーツ少年団 千葉　穂波
8 はしまモア 長瀬　凜乃

所属先 氏名 所属先 氏名
1 IWATAFENCINGCLUB 山本　優樺 59 松江フェンシングクラブ 周藤　美月
2 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 清原　希紘 60 沼津フェンシングクラブ 横田　彩未
3 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）貫井　由羅 61 上宮高等学校 小鹿　百音
4 はしまモア 長瀬　凛乃 62 新潟ジュニアフェンシングクラブ 渡邉　万奈佳
5 はしまモア 奥村　春香 63 新潟県立新潟高等学校 貝良塚　安音
6 はしまモア 清水　美伶 64 水戸女子高等学校 庄司　彩葉
7 レ・フレール愛媛 曽根　寿々佳 65 水戸女子高等学校 中岡　真子
8 ワセダクラブ 早川　葵彩 66 杉並ジュニアＦＴ 久保田　未来乃
9 ワセダクラブ 高見沢　有華梨 67 青山学院中等部 沼田　美咲
10 愛知工業大学名電中学校 金高　生幸 68 青森県立田名部高等学校 菅原　梓
11 一関フェンシングスポーツ少年団 千葉　穂波 69 青森県立田名部高等学校 佐藤　希枝
12 茨城県立水戸第一高等学校 村上　真珠 70 静岡県立沼津東高等学校 雨宮　なな子
13 河南町フェンシングクラブ 田中　あおい 71 石川県立金沢錦丘高等学校 高橋　亜由美
14 岐阜県立羽島北高等学校 中出　陽愛 72 石川県立金沢西高等学校 平西　桜子
15 岐阜県立大垣南高等学校 杉本　奏美 73 千葉県立検見川高等学校 服部　真依
16 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 緒方　みさき 74 千葉県立柏陵高等学校 岡田　綾奈
17 宮崎県立宮崎南高等学校 太田　朱音 75 川俣町フェンシングスポーツ少年団齋藤　有里
18 宮城県気仙沼高等学校 川村　佳乃 76 川俣町フェンシングスポーツ少年団安齋　梨生
19 宮城県仙台第三高等学校 皆川　文音 77 大山崎中学校 竹山　夏芽
20 宮城県仙台第二高等学校 鈴木　百音 78 大分県立大分豊府高等学校 赤峯　凜
21 京都きっず 杉本　百 79 大分県立津久見高等学校 戸田　圭奈美
22 京都きっず 福井　捺茄 80 中京大学Ｊｒ． 山田　ひなた
23 京都きっず 大野　美麗 81 中京大学Ｊｒ． 長谷川　乃愛
24 京都府立乙訓高等学校 神山　侑奈 82 長崎県立長崎工業高等学校 野口　陽愛
25 京都府立乙訓高等学校 竹山　柚葉 83 長崎県立諫早商業高等学校 吉福　晴香
26 京都府立乙訓高等学校 津田　愛実 84 長野県伊那北高等学校 小池　花佳
27 熊本ジュニアクラブ 中山　真希 85 鳥羽フェンシングクラブ 南　愛
28 熊本ジュニアクラブ 白石　結万 86 鳥取県立鳥取東高等学校 八木　雪乃
29 熊本県立翔陽高等学校 嶋田　桃子 87 津・みえFC 稲垣　こころ
30 群馬県立沼田女子高等学校 笠原　佳姫 88 東亜学園高等学校 重藤　美紀
31 群馬県立沼田女子高等学校 島田　裕希 89 東京OHMEフェンシングクラブ 重藤　春香
32 慶応中等部 河野　真央 90 東京ガーデンフェンシングクラブ 小見　夏穂
33 慶應義塾女子高等学校 渡辺　瑚子 91 同志社女子高等学校 北山　心響
34 香川ジュニアフェンシングクラブ 後藤　千里 92 徳島県立城ノ内高等学校 増金　いおり
35 香川ジュニアフェンシングクラブ 高木　愛理 93 栃木県立宇都宮中央女子高等学校齋藤　愛胤
36 高松北中学校 三好　知里 94 栃木県立宇都宮中央女子高等学校國谷　優奈
37 佐賀ジュニアクラブ 一ノ瀬　桜 95 婦中JFC 高山　桐
38 佐賀県立佐賀商業高等学校 前田　紗江 96 富山県立水橋高等学校 山本　愛結
39 埼玉クラブ 小林　安璃 97 福井県立武生商業高等学校 笹木　咲里
40 埼玉栄高等学校 大﨑　温 98 福岡県立福岡魁誠高等学校 神山　遊依
41 埼玉栄高等学校 濱松　里紗 99 法政大学第二高等学校 高橋　博華
42 埼玉県立与野高等学校 安藤　明香 100 法政大学第二中学校 田村　優和
43 札幌光星高等学校 久保田　光紗 101 北杜市立甲陵高等学校 藤巻　沙紀羅
44 札幌光星高等学校 宮田　怜歩 102 北杜市立甲陵高等学校 山下　仁実
45 札幌大谷中学校 井下　玲菜 103 箕輪中学校 田中　すみれ
46 山形県立山形東高等学校 谷澤　慶香 104 箕輪中学校 城内　結衣
47 山形県立米沢興譲館高等学校 大久保　南美 105 龍谷大学付属平安中学校 飯村　彩乃
48 山形市立商業高等学校 原田　奈乃羽 106 龍谷大学付属平安中学校 岸本　鈴
49 山口県立岩国工業高等学校 岡田　渓 107 和歌山県立和歌山東高等学校 稲田　椋
50 山口県立岩国工業高等学校 沢村　友生乃 108 和歌山県立和歌山東高等学校 岡山　智香
51 山口県立岩国工業高等学校 瀬尾　明日香 109 和歌山県立和歌山北高等学校 岩本　鈴菜
52 至学館高等学校 南　綾乃 110 和歌山県立和歌山北高等学校 内村　加杏
53 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 村尾　果鈴

54 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 吉松　公果

55 鹿児島県立鹿児島南高等学校 桐木平　陽菜
56 秋田県立秋田北鷹高等学校 長崎　東子

57 秋田市ジュニアフェンサーズ 鈴木　葵依
58 小林聖心女子学院中学校 西岡　瞳
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2020年 1月11日（土）

大会第3日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ女子エペ
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 ワセダクラブ 中村　真琴
2 龍谷大学付属平安中学校 太田　陽詩
3 栃木県立栃木商業高等学校 大西　愛
4 埼玉クラブ 小野　瑞葵
5 山口県立岩国高等学校 山本　有紗
6 SEISA 森嶋　夕稀
7 龍谷大学付属平安中学校 岸本　鈴
8 仙台フェンシングクラブ 須田　真衣

所属先 氏名 所属先 氏名
1 IWATAFENCINGCLUB 山内　乃綾 43 静岡県立沼津西高等学校 一藤木　由香
2 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 和田　めい 44 石川県立金沢西高等学校 平西　桜子

3 SEISA 森嶋　夕稀 45 石川県立野々市明倫高等学校 齊藤　比奈子

4 SEISA 東　天姫 46 仙台フェンシングクラブ 須田　真衣

5 みなとフェンシングクラブ 中　かれん 47 千葉県立検見川高等学校 鶴岡　夏子

6 ワセダクラブ 中村　真琴 48 千葉県立柏陵高等学校 陸川　麻琴

7 宇都宮フェンシングクラブ 伊藤　愛夏 49 川俣町フェンシングスポーツ少年団 安齋　梨生
8 河南町フェンシングクラブ 田中　みのり 50 大穴フェンシングクラブ 青木　綾乃

9 開新高等学校 木村　彩羅 51 大阪国際滝井高等学校 下地　雪乃

10 柿の木台スケルマ 本間　美月 52 大分県立津久見高等学校 戸田　圭奈美

11 岐阜県立羽島北高等学校 中出　陽愛 53 大分豊府中学校 工藤　瑞月

12 岐阜県立羽島北高等学校 堀部　るな 54 長崎県立諫早高等学校 小原　陸愛

13 岐阜県立大垣南高等学校 小笠原　葵 55 長崎県立諫早商業高等学校 梅岡　杏衣

14 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 緒方　みさき 56 長野県伊那北高等学校 堀米　芽生

15 宮崎県立宮崎南高等学校 濵上　宥佳 57 鳥羽フェンシングクラブ 南　愛

16 宮城県仙台第一高等学校 石川　沙夏 58 東京OHMEフェンシングクラブ 篠島　優衣

17 宮城県仙台第二高等学校 大和田　共笑 59 東京ガーデンフェンシングクラブ 小見　夏穂
18 熊本県立翔陽高等学校 嶋田　桃子 60 同志社女子高等学校 北山　心響
19 群馬県立沼田女子高等学校 小林　千南美 61 栃木県立宇都宮中央女子高等学校國谷　優奈
20 群馬県立沼田女子高等学校 春原　颯乃 62 栃木県立栃木商業高等学校 大西　愛
21 香川ジュニアフェンシングクラブ 高木　愛理 63 婦中JFC 高山　桐
22 高松北中学校 三好　知里 64 福井県立武生商業高等学校 竹内　一華
23 埼玉クラブ 小野　瑞葵 65 福岡県立福岡魁誠高等学校 神山　遊依
24 埼玉栄高等学校 内山　澪 66 法政大学第二高等学校 品野　芽衣
25 札幌大谷高等学校 佐藤　雅 67 法政大学第二中学校 田村　優和
26 三重県立津東高等学校 伊東　呼春 68 箕輪中学校 原　那緒
27 山形県立山形東高等学校 橋本　和花 69 龍谷大学付属平安高等学校 田村　ななみ
28 山形県立米沢興譲館高等学校 和泉　希音 70 龍谷大学付属平安高等学校 松本　璃音
29 山形市立商業高等学校 原田　奈乃羽 71 龍谷大学付属平安中学校 太田　陽詩
30 山口県立岩国工業高等学校 岡田　渓 72 龍谷大学付属平安中学校 岸本　鈴
31 山口県立岩国工業高等学校 山本　有沙 73 和歌山県立和歌山東高等学校 稲田　椋
32 至学館高等学校 南　綾乃 74 和歌山県立和歌山東高等学校 岡山　智香
33 鹿児島高等学校 小森園　萌 75 和歌山県立和歌山北高等学校 内村　加杏
34 鹿児島高等学校 竹之内　瑞貴
35 鹿児島高等学校 弓場　麗愛

36 秋田県立秋田北鷹高等学校 長崎　東子

37 秋田県立秋田北鷹高等学校 山田　美紗稀

38 小林聖心女子学院中学校 西岡　瞳
39 新潟ジュニアフェンシングクラブ 渡邉　万奈佳
40 星槎国際高等学校川口 浜屋　玲奈

41 青森県立田名部高等学校 溝口　喬子

42 青森県立田名部高等学校 近藤　麻咲

第27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



2020年 1月11日（土）

大会第3日目〔駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館〕

●カデ女子サーブル
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 麹町学園高等学校 金子　優衣奈
2 NEXUS FENCING　CLUB 平林　七奈子
3 秋田県立秋田北鷹高等学校 長崎　昇子
4 埼玉クラブ 大島　愛美
5 SEISA 板橋　香菜子
6 香川ジュニアフェンシングクラブ 後藤　千里
7 ワセダクラブ 山崎　妃奈乃
8 岩手県立一関第二高等学校 菊地　心和

所属先 氏名 所属先 氏名
1 BDP NFC 高嶋　悠衣 42 沼津フェンシングクラブ 関谷　百萌
2 Kojimachi Fencing  School エリクソン　輝羅 43 新潟県立新潟高等学校 貝良塚　安音

3 NEXUS FENCING CLUB 平林　七奈子 44 新潟県立新潟高等学校 小俣　咲綾

4 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 清原　希紘 45 神奈川県立湘南高等学校 伊藤　わかな

5 SEISA 板橋　香菜子 46 水戸女子高等学校 中岡　真子

6 みなとフェンシングクラブ 中　えみり 47 青森県立田名部高等学校 菅原　梓

7 ワセダクラブ 山崎　妃奈乃 48 青森県立田名部高等学校 川嶋　真実
8 愛知工業大学名電中学校 金高　生幸 49 石川県立金沢錦丘高等学校 高橋　亜由美

9 愛媛フェンシングクラブ 伊藤　花乃 50 石川県立金沢西高等学校 所田　彩由

10 愛媛県立三島高等学校 村上　愛夢 51 千葉県立東葛飾高等学校 山口　桃佳

11 愛媛県立三島高等学校 鈴木　琴 52 千葉県立東葛飾中学校 森田　澪奈

12 岩手県立一関第二高等学校 菊地　心和 53 千葉県立東葛飾中学校 小松　杏朱

13 岐阜県立大垣養老高等学校 八惣　柚香 54 川俣町フェンシングスポーツ少年団 齋藤　有里

14 岐阜県立大垣養老高等学校 丸藻　恭加 55 大分県立大分豊府高等学校 小野　万里歩

15 宮崎県立宮崎南高等学校 杉野　瑚春 56 大分豊府中学校 後藤　碧衣

16 宮城県仙台第一高等学校 阿部　希実 57 長崎県立諫早商業高等学校 郷原　海咲

17 宮城県仙台第一高等学校 渡邉　花梨 58 長崎県立諫早商業高等学校 大島　佑月
18 熊本ジュニアクラブ 中山　真希 59 長野県伊那北高等学校 佐藤　和美
19 群馬県立沼田女子高等学校 笠原　佳姫 60 同志社女子高等学校 田村　梨渚

20 群馬県立沼田女子高等学校 島田　裕希 61 徳島県立城ノ内高等学校 増金　いおり

21 慶応中等部 河野　真央 62 栃木県立栃木翔南高等学校 野沢　こころ

22 光ヶ丘フェンシングクラブ 鈴木　凛 63 福井県立武生商業高等学校 笹木　咲里

23 甲斐清和高等学校 齋藤　湖 64 福島県立川俣高等学校 菅野　鈴
24 甲斐清和高等学校 高橋　愛美 65 福島市フェンシングクラブ 菅野　那月
25 香川ジュニアフェンシングクラブ 後藤　千里 66 法政大学第二高等学校 高橋　博華
26 麹町学園女子高等学校 金子　優衣奈 67 法政大学第二高等学校 鈴木　暦
27 埼玉クラブ 小林　安璃 68 箕輪中学校 五味　恋菜
28 埼玉クラブ 大島　愛実 69 柳井エスクリム 岡田　亜沙美
29 埼玉栄高等学校 内藤　妃香 70 柳井学園高等学校 河村　歩
30 札幌大谷中学校 井下　玲菜 71 柳井学園高等学校 栗原　璃々華
31 三重県立津東高等学校 星合　絵里 72 龍谷大学付属平安高等学校 松川　琴音
32 三重県立津東高等学校 小林　侑愛 73 和歌山県立和歌山東高等学校 井川　愛
33 山形県立山形東高等学校 谷澤　慶香 74 和歌山県立和歌山東高等学校 岡村　佳奈
34 山形県立米沢興譲館高等学校 大久保　南美
35 鹿児島県立鹿児島南高等学校 桐木平　陽菜

36 鹿児島県立鹿児島南高等学校 山﨑　ほのか

37 秋田県立横手高等学校 小松　叶実

38 秋田県立秋田北鷹高等学校 長崎　昇子
39 秋田県立秋田北鷹高等学校 近藤　菜々子
40 松江フェンシングクラブ 周藤　美月

41 沼津フェンシングクラブ 横田　彩未

第27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


