
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〕

●カデ男子フルーレ
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 鹿児島高等学校 林　祥蓮
2 Golubitskiy　FC ロレンツィオーニ　ダビデ

3 岐阜県立大垣南高等学校 勅使河原　明日架
4 愛知工業大学名電高等学校 河村　一摩
5 立教新座高等学校 橋本　祥瑛
6 はしまモア 福田　亮介
7 山口県立岩国工業高等学校 杉岡　端基
8 千葉県立柏陵高等学校 小貫　暁人

所属先 氏名 所属先 氏名
1 Golubitsky Fencing Center ロレンツォーニ　ダビデ 61 松山ジュニアフェンシングクラブ 泉　怜邑
2 Kiri.Jr.フェンシングチーム 加藤　那琉 62 沼田フェンシングクラブ 峰岸　佳吾
3 Kiri.Jr.フェンシングチーム 坂口　駿斗 63 上宮学園中学校 湯浅　柊哉
4 NPO法人栃木スポーツネット 土澤　悠貴 64 新潟第一高等学校 渡邉　万晟
5 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 前田　絆成 65 水戸クラブ 永野　広輝
6 エスコラピオス学園海星高等学校 吉田　泰智 66 水戸葵陵高等学校 石井　勇多
7 はしまモア 福田　亮介 67 杉並ジュニアＦＴ 内田　諭志
8 はしまモア 石橋　廉大 68 清風高等学校 勝部　拳
9 はしまモア 高橋　橙生 69 清風高等学校 安田　和真
10 はしまモア 石橋　遼大 70 西南学院高等学校 佐藤　悠雅
11 フェンサーズファクトリー 庄司　光太朗 71 青山学院中等部 榎本　藏人
12 フェンサーズファクトリー 見目　宏介 72 青森県立田名部高等学校 畑中　滉人
13 むつジュニアフェンシングクラブ 山田　拓武 73 青森県立田名部高等学校 安倍　剛志
14 愛知工業大学名電高等学校 河村　一摩 74 静岡県立沼津西高等学校 関谷　拓実
15 愛知工業大学名電高等学校 大矢　凌太郎 75 静岡県立沼津東高等学校 益谷　進太郎
16 愛知工業大学名電中学校 弓長　昇主 76 石川県立金沢西高等学校 髙嶋　匠
17 愛知工業大学名電中学校 杉浦　敬祐 77 石川県立松任高等学校 石崎　由都
18 横浜商科大学高等学校 柳原　健二郎 78 仙台城南高等学校 阿部　康樹
19 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 竹内　隆晟 79 千葉県立検見川高等学校 柴　涼太
20 岩手県立一関第二高等学校 福田　悠雅 80 千葉県立柏陵高等学校 小貫　暁人
21 岩手県立北上翔南高等学校 髙橋　叶夢 81 大分県立別府翔青高等学校 三好　貫太
22 岐阜県立大垣南高等学校 勅使河原　明日架 82 大分豊府中学校 島崎　偉生
23 岐阜県立大垣南高等学校 安立　雄飛 83 大分豊府中学校 川邉　太郎
24 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 菅原　史晴 84 池袋コミュニティ・カレッジ 荒井　欧祐
25 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 松岡　優 85 長崎県立諫早商業高等学校 今田　匠
26 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 猪本　築玖 86 長崎県立諫早商業高等学校 早田　翔
27 京都きっず 中谷　亮彦 87 長野ジュニアＦＣ 登内　雄心
28 京都府立乙訓高等学校 西村　啓佑 88 鳥羽フェンシングクラブ 江崎　蒼一朗
29 熊本ジュニアクラブ 関本　祐大 89 島根県立松江工業高等学校 坂本　源
30 熊本県立翔陽高等学校 村上　磨那 90 東かがわジュニアフェンシングクラブ 上村　明武
31 熊本県立翔陽高等学校 光永　翔 91 東亜学園高等学校 磯部　晴貴
32 熊本県立翔陽高等学校 森田　祥央 92 東京ガーデンフェンシングクラブ 戸島　悠翔
33 群馬県立沼田高等学校 青木　武蔵 93 東京学館新潟高等学校 小湊　来稀
34 慶應義塾湘南藤沢高等部 越智　輝 94 徳島県立城ノ内高等学校 三居　誠士
35 慶應義塾湘南藤沢中等部 萩原　嵩造 95 徳島文理中学校 林　正太郎
36 広瀬町フェンシングクラブ 遠藤　駿斗 96 栃木県立栃木翔南高等学校 山田　佳正
37 甲斐清和高等学校 石川　凌雅 97 富山パレスフェンシングクラブ 藤野　正真
38 香川県立高松北高等学校 関本　卓充 98 富山パレスフェンシングクラブ 守末　晃侑
39 高崎商科大学附属高等学校 茂木　廉苑 99 富山県立水橋高等学校 濵崎　隼十
40 高松北中学校 石橋　臣都 100 福井県立武生商業高等学校 白崎　晴也
41 高松北中学校 阿南　一眞 101 福島県立川俣高等学校 髙木　夢生
42 高松北中学校 山地　琉生 102 福島県立福島高等学校 廣瀬　歩
43 合川フェンシングクラブ 松橋　凜 103 福島市フェンシングクラブ 村上　巧既
44 佐賀ジュニアクラブ 小山田　成那 104 兵庫県立三木高等学校 畑中　晟希
45 佐賀ジュニアクラブ 淵　拓斗 105 米沢市フェンシングスポーツ少年団 岡村　怜音
46 札幌光星高等学校 南城　俊輔 106 法政大学第二中学校 安井　琥珀
47 山形県立米沢興譲館高等学校 峯田　大空 107 北杜市立甲陵高等学校 下山　裕大
48 山口県立岩国工業高等学校 杉岡　瑞基 108 本吉フェンシングクラブ 米倉　尚輝
49 山口県立岩国工業高等学校 山崎　兼信 109 本吉フェンシングクラブ 清原　崇史
50 山口県立岩国工業高等学校 原　隆輝 110 箕輪中学校 中村　駿太
51 自由ヶ丘学園高等学校 三浦　知哉 111 立教新座高等学校 橋本　祥英
52 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 小谷　宏輝 112 立教新座高等学校 浦部　光
53 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 鎌田　晃成 113 立教新座高等学校 増田　光
54 鹿児島県立鹿児島南高等学校 樋渡　怜大 114 立教新座高等学校 鈴木　統吾
55 鹿児島県立鹿児島南高等学校 野島　里玖 115 立教新座中学校 橋本　雄偉
56 鹿児島県立鶴丸高等学校 高山　幸大 116 龍谷大学付属平安中学校 竹中　大貴
57 鹿児島高等学校 林　祥蓮 117 和歌山県立向陽高等学校 柴田　啓介
58 秋田県立秋田高等学校 髙野　太陽 118 和歌山県立和歌山北高等学校 鎌田　雄成
59 秋田県立秋田北鷹高等学校 髙田　恭成 119 和北ジュニアクラブ 菊元　雪
60 秋田市ジュニアフェンサーズ 三浦　悠成

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〕

●カデ男子エペ
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 慶應義塾高等学校 坂藤　秀昌
2 埼玉栄高等学校 唐澤颯斗
3 三田フェンシングクラブ 小城　颯人
4 愛知工業大学名電中学校 弓長　昇主
5 NEXUS　FENCING　CLUB 篠原　功
6 米沢中央高等学校 村田　一公
7 立教新座高等学校 髙橋　未楽
8 高岡古城FC 篠田　真吾

所属先 氏名 所属先 氏名
1 NEXUS FENCING CLUB 篠原　功 49 山形県立米沢興譲館高等学校 峯田　大空
2 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 中本　尚志 50 山口県立岩国工業高等学校 杉岡　瑞基
3 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 下村　祐翔 51 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 上京田　陽海
4 YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 下村　悠陽 52 鹿児島県立鹿児島南高等学校 神村　渉
5 エスコラピオス学園海星高等学校 吉田　泰智 53 秋田県立秋田北鷹高等学校 小林　大晃
6 エスコラピオス学園海星高等学校 伊藤　遼貴 54 秋田市ジュニアフェンサーズ 横山　孝太朗
7 はしまモア 小島　宗佑 55 松山ジュニアフェンシングクラブ 泉　怜邑
8 愛知工業大学名電高等学校 山口　倫生 56 水戸クラブ 永野　広輝
9 愛知工業大学名電中学校 弓長　昇主 57 清風高等学校 勝部　拳
10 愛知工業大学名電中学校 永津　稜麻 58 清風高等学校 安田　和真
11 茨城県立緑岡高等学校 漆坂　周 59 聖籠ジュニアフェンシングクラブ 高野　留聖
12 茨城県立緑岡高等学校 鹿志村　拓 60 青森ジュニアクラブ 宇惠野　安次郎
13 宇都宮フェンシングクラブ 菊池　徹平 61 青森県立田名部高等学校 畑中　滉人
14 宇都宮フェンシングクラブ 出村　晃幸 62 青森県立田名部高等学校 船越　宥玖
15 可児フェンシングクラブ 浅野　天翔 63 石川県立金沢伏見高等学校 北村　祥太郎
16 柿の木台スケルマ 清水　康貴 64 石川県立松任高等学校 石崎　由都
17 関西国際学園 吉原　煌亜 65 仙台市立仙台高等学校 佐々木　隆人
18 岩手県立一関第二高等学校 千葉　健生 66 千葉県立検見川高等学校 柴　涼太
19 岩手県立一関第二高等学校 髙橋　大成 67 川俣町フェンシングスポーツ少年団髙野　悠
20 岐阜県立大垣養老高等学校 和田　イカデ　俊 68 早稲田中学校 戸田　成
21 岐阜県立大垣養老高等学校 永田　翔 69 大分県立情報科学高等学校 橋本　昌長
22 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 臼井　康晴 70 大分県立大分豊府高等学校 安東　凜
23 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 猪本　築玖 71 池袋コミュニティ・カレッジ 荒井　欧祐
24 熊本県立翔陽高等学校 白石　光 72 長崎県立諫早商業高等学校 井川　雄斗
25 熊本県立翔陽高等学校 光永　翔 73 長崎県立諫早商業高等学校 今田　匠
26 群馬県立沼田高等学校 青木　武蔵 74 長野県伊那弥生ケ丘高等学校 篠原　光輝
27 群馬県立沼田高等学校 佐藤　立基 75 島根県立松江工業高等学校 景山　優希
28 慶応中等部 石上　晧英 76 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部松尾　蓮
29 慶應義塾高等学校 坂藤　秀昌 77 東京学館新潟高等学校 深見　遼星
30 慶應義塾高等学校 和田　大河 78 徳島文理中学校 林　正太郎
31 慶應義塾湘南藤沢高等部 寺口　優汰 79 二ツ井ジュニアフェンシングチーム菅原　陸
32 広瀬町フェンシングクラブ 遠藤　駿斗 80 富山パレスフェンシングクラブ 西村　陽希
33 甲斐清和高等学校 石川　凌雅 81 富山県立水橋高等学校 濵崎　隼十
34 香川県立高松北高等学校 大前　篤史 82 福岡第一高等学校 孫　英翔
35 香川県立高松北高等学校 水野　真夏斗 83 福島市フェンシングクラブ 村上　巧既
36 高岡古城FC 篠田　真吾 84 兵庫県立三木高等学校 畑中　晟希
37 高松北中学校 圓尾　晃生 85 米沢中央高等学校 村田　一公
38 高松北中学校 吉田　壮志 86 法政大学第二中学校 安井　琥珀
39 高知ジュニアフェンシングクラブ 山中　洋人 87 北杜市立甲陵高等学校 中野　湧大
40 高知ジュニアフェンシングクラブ 尾﨑　勇飛 88 箕輪中学校 中村　駿太
41 高知県立高知南高等学校 宮田　拓海 89 箕輪中学校 有賀　尚迪
42 埼玉栄高等学校 阿部　祐士 90 明石ジュニアフェンシングクラブ 大坂　真脩
43 埼玉栄高等学校 唐澤　颯斗 91 立教新座高等学校 髙橋　未楽
44 埼玉県立与野高等学校 柏村　陽太 92 立命館高等学校 川西　純功
45 札幌大谷高等学校 遠藤　優太 93 龍谷大学付属平安高等学校 伊東　新一郎
46 札幌大谷高等学校 後藤　公志 94 和歌山県立和歌山東高等学校 南口　翔
47 三田フェンシングクラブ 小城　颯人 95 和歌山県立和歌山北高等学校 鎌田　雄成
48 山形県立山形東高等学校 伊藤　昌太
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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〕

●カデ男子サーブル
スーパーシード８名　ＥＤ６４から出場
所属先 氏名

1 JOCエリートアカデミー 坪　颯登
2 東亜学園高等学校 津森　志道
3 東亜学園高等学校 石井　豪
4 福島県立川俣高等学校 平山　裕汰
5 鹿児島県立鹿児島南高等学校 樋渡　怜大
6 鹿児島県立鶴丸高等学校 高山　幸大
7 鹿児島県立鹿児島南高等学校 野島　理玖
8 福岡県立福岡魁誠高等学校 平田　悠翔

所属先 氏名 所属先 氏名
1 BDP NFC 今井　稜久 45 鹿児島県立鹿児島南高等学校 濵﨑　冬馬
2 HITA Jr. 渡部　颯良 46 鹿児島県立鶴丸高等学校 高山　幸大
3 ＪＯＣエリートアカデミー 坪　颯登 47 秋田県立横手高等学校 佐々木　陸翔
4 Kiri.Jr.フェンシングチーム 坂口　駿斗 48 秋田県立秋田北鷹高等学校 髙田　恭成
5 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 前田　絆成 49 秋田市ジュニアフェンサーズ 三浦　悠成
6 SEISA 山口　李世 50 沼津フェンシングクラブ 平櫛　秀也
7 SEISA 上山　一鉄 51 新潟県立新潟高等学校 山田　哲空
8 ダウンタウンフェンシングアカデミー（DFA）茶野　友秋 52 新潟県立新潟高等学校 山口　耕平
9 めんたいクラブ 伊藤　羽舷 53 清風高等学校 中島　昂太朗
10 めんたいクラブ 宮﨑　孝司郎 54 西南学院高等学校 佐藤　悠雅
11 愛知工業大学名電高等学校 平野　健人 55 青森ジュニアクラブ 齊藤　虎ノ介
12 愛知工業大学名電中学校 堀　智貴 56 青森県立田名部高等学校 安倍　剛志
13 愛媛県立三島高等学校 藤田　拓己 57 石川県立金沢西高等学校 髙嶋　匠
14 愛媛県立三島高等学校 大村　尚土 58 石川県立松任高等学校 南　愛斗
15 愛媛県立三島高等学校 大西　琳久 59 千葉県立東葛飾高等学校 齋藤　岬
16 愛媛大学附属高等学校 田邉　凪 60 千葉県立東葛飾高等学校 長島　弘祐
17 茨城県立緑岡高等学校 鬼澤　陸 61 川俣町フェンシングスポーツ少年団平山　大智
18 開新高等学校 髙木　翠颯 62 早稲田中学校 高澤　森太郎
19 岩手県立一関第二高等学校 福田　悠雅 63 大分県立別府翔青高等学校 三好　貫太
20 岩手県立北上翔南高等学校 髙橋　叶夢 64 長崎県立長崎工業高等学校 中村　孔明
21 岐阜県立羽島北高等学校 大北　唯斗 65 長崎県立諫早商業高等学校 早田　翔
22 岐阜県立羽島北高等学校 安藤　謙心 66 東かがわジュニアフェンシングクラブ上村　明武
23 岐阜県立岐阜各務野高等学校 安藤　翼 67 東亜学園高等学校 石井　豪
24 宮崎県ジュニアフェンシングクラブ 藤井　遙人 68 東亜学園高等学校 津森　志道
25 宮崎県立宮崎南高等学校 小野原　寛斗 69 東京学館新潟高等学校 小幡　風雅
26 宮城県仙台第三高等学校 狩野　英俊 70 栃木県立栃木翔南高等学校 山田　佳正
27 宮城県仙台第二高等学校 大瀬戸　志成 71 栃木県立栃木翔南高等学校 松田　拓哉
28 熊本ジュニアクラブ 関本　祐大 72 富山パレスフェンシングクラブ 土田　龍也
29 群馬県立沼田高等学校 篠原　唯飛 73 富山県立水橋高等学校 才木　良太
30 群馬県立沼田高等学校 小野　渉真 74 福岡県立福岡魁誠高等学校 平田　悠翔
31 慶應義塾湘南藤沢高等部 越智　輝 75 福島県立川俣高等学校 平山　裕汰
32 慶應義塾湘南藤沢高等部 小林　衛正 76 米沢市フェンシングスポーツ少年団岡村　怜音
33 香川ジュニアフェンシングクラブ 千葉　唯信 77 米沢市フェンシングスポーツ少年団佐藤　禅
34 高知県立高知小津高等学校 山本　絢士 78 米沢中央高等学校 遠藤　暦
35 埼玉栄高等学校 関　裕保 79 北杜市立甲陵高等学校 西牟田　広大
36 埼玉栄高等学校 山田　遥陽 80 北杜市立甲陵高等学校 下山　裕大
37 札幌大谷高等学校 朝嵐　啓斗 81 箕輪中学校 遠藤　雅虎
38 三重県立鳥羽高等学校 田端　秀哉 82 柳井学園高等学校 小田　蓮
39 三重県立津東高等学校 赤塚　達哉 83 立教新座中学校 福谷　凌史
40 山口県立熊毛南高等学校 前田　拓海 84 立命館高等学校 沼尻　祥明
41 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ 鎌田　晃成 85 立命館高等学校 越智　勇仁
42 鹿児島県立鹿児島南高等学校 樋渡　怜大 86 立命館中学校 平岡　大知
43 鹿児島県立鹿児島南高等学校 野島　里玖 87 和歌山県立和歌山東高等学校 山本　瑛未瑠
44 鹿児島県立鹿児島南高等学校 末吉　健翔 88 筑波大学附属高等学校 金木　太生
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