
 
中学生フルーレ・ハンガリー ブタペスト 遠征 報告書 

                               

                                   報告者  添田康雄 高橋宏 

 

１．派 遣 先    ハンガリー 【ブタペスト】  

 

２．派遣期間     令和元年１１月６日（火）～１１月１２日（火） 

 

３，宿泊練習所  Hotel Whitcomb 1231 Market Street,   San Francisco,  CA  94103 

    

４，出場大会     COMPETITIONS-CADET CIRCUIT-HUNGARY-BUDAPEST 

  試合会場    Gerevich Aladár National Sport Hall (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.) 

 

５，派遣選手名（全国中学生フェンシング選手権大会上位入賞者） 男子８名 女子７名 

男子 遠征 選手 所属 

1 菊元 雪 和北ジュニアクラブ  

2 峰岸 佳吾 沼田フェンシングクラブ  

3 米倉 尚輝 本吉フェンシングクラブ  

4 荒井 欧祐 池袋コミュニティ・カレッジ  

5 戸島 悠翔  東京ガーデンフェンシングクラブ  

6 坂口 駿斗  Kiri.Jr.フェンシングチーム  

7 千葉 忠輝 青山学院中等部  

8 関本 祐大  熊本ジュニアクラブ  

女子   

1 長瀬 凛乃  はしまモア  

2 貫井 由羅 ダウンタウンフェンシングアカデミー 

3 早川 葵彩 ワセダクラブ  

4 久保田 未来乃  杉並ジュニアＦＴ  

5 西岡 瞳  小林聖心女子学院中学校  

6 沼田 美咲  青山学院中等部  

7 吉松 公果 鹿児島Ｊｒ.フェンシングクラブ  

 

 

６，引率  団     長  ：添田康雄 コーチ：高橋 宏 

現地サポート  ：シンカ ダニエル 

 

 

７，参加国 ３９か国  参加選手 男子２８５人 団体 ５４チーム  

                女子２５６人 団体  ３９チーム  

         

 



 

８，遠征日程 
 

6日（水） 

9：00 集合 遠征結団式 羽田国際線ターミナル 3F Zカウンター 

11:40  羽田空港出発（NH215） 

16:25  パリ着 機内泊 

21:00  パリ発 機内泊 

23:10  ブダペスト着（AF1694）<バス＞ 

00:00～1:00 ホテル イン 送迎バスにてホテルへ移動 

7日（木） 

9:00～12:00 Ｈ朝食 文化視察・買い物（PBT） 

13:00～18:00  
施設内道場にて練習 

<地下鉄移動＞ 

 Ｈ昼食 ホンヴェードクラブにて練習 

 Ｈ夕食 ミーティング 

8日（金） 

   

9:00～12:00 Ｈ朝食 施設内道場にて練習 

16:00～18:00 Ｈ昼食 武器検査・会場視察  14:30＜バス＞ 

 Ｈ夕食 ホテル・夕食  18:00＜バス＞ 

9日（土） 

9:00～ Ｈ朝食 男子個人戦  ↓ 7:40＜バス⇔タクシー＞ 

12:00～ 会場ランチ 女子団体戦    7:40＜バス⇔タクシー＞ 

19:00～ Ｈ夕食  

10日（日） 

9:00～ Ｈ朝食 女子個人戦     7:40＜バス⇔タクシー＞ 

9:00～ 会場ランチ 男子団体戦  ↓   7:40＜バス⇔タクシー＞  

19:30～ Ｈ夕食  

11日（月） 

ＡＭ Ｈ朝食 ブタペスト市内観光 ↓ 9:00<バス＞   

16:55 市内ランチ ブダペスト発（LH1679） 

18:15  ミュンヘン着 

20:00  ミュンヘン発（NH218） 

12日（火） 
15:40  羽田空港着 

 遠征解団式  

 



 

 

９，試合結果 

 

   

男子 Cadet285名 女子 Cadet256名 

菊元 雪 70 長瀬 凛乃 29 

峰岸 佳吾 86 貫井 由羅 30 

米倉 尚輝 138 早川 葵彩 111 

荒井 欧祐 148 久保田 未来乃 211 

戸島 悠翔 181 西岡 瞳 89 

坂口 駿斗 224 沼田 美咲 148 

千葉 忠輝 133 吉松 公果 114 

関本 祐大 49   

    

団体男子1  54チーム 団体男子2 54チーム 

菊元 雪 ２回戦 峰岸 佳吾 一回戦 

米倉 尚輝 ウクライナ勝 坂口 駿斗 ロシア負 

戸島 悠翔  イタリア負 44/45 荒井 欧祐  

千葉 忠輝 22位 関本 祐大 39位 

    

女子団体1 39チーム 女子団体2 39チーム 

長瀬 凛乃 ロシア勝 貫井 由羅 ----- 

早川 葵彩 イタリア負 久保田 未来乃 イギリス勝 

西岡 瞳 45/19 沼田 美咲 45/42 

 4位 吉松 公果 9位 

 

１０，中学生遠征 
   

今回海外試合がほぼ初めての選手たちでしたが、年齢体格身長の差があるなかハンディ―を感じさせない試合ができ、

選手たちに目標ができたとても有意義な遠征だったと思います。 

  

7日 初日ホテル周辺を散歩し、PBTとスーパーで買い物を終わらせたあと 

午後はホテル・練習場で軽く体を動かし夕方から地下鉄でホンヴェードクラブに移動し地元クラブの選手たちとたっぷ

り試合練習ができました。 

日本選手は人気がありみんなから声をかけられ、積極的に練習相手を受けていました 。 

ハードなスケジュールの中、地下鉄では全員まとまって行動ができ時間的にたすかりました。 

  

8日 午前中体操と軽いラウンド練習を 2時間ほどして午後はバスで試合会場へ武器検査に向かった。  

 

9日 朝7時食事 バスで試合会場まで行きは帰りはタクシーで帰るスケジュール 。 

練習場のない会場での１時間前は試合準備等アップの準備に余裕がありませんでした。 

2 日間、男子女子選手達は初めての海外試合でしたが、物怖じせず海外のカデ選選手の身長体格を感じさせない気迫の

ある試合をしていました。 

試合結果が選手たちの戦いぶりを伝えてくれると思います。 

 

10 日 選手達は 疲れたというよりは試合の余韻が体に残っていたようで 試合最終日の夜は ホテルの体育館を開放し

てもらいストレッチやフェンシングの自由練習をしてもらいました。 

仲間と試合の話しをしたりとほとんどの選手が参加していました。 

怪我防止のクールダウンとしました。 

 

 



 
＊前泊者含め全員全国から９：００羽田空港集合    ＊宿泊ホテル 

 

 
＊ホンヴェードクラブにて練習 。 ホンヴェードいうクラブでユダヤ教のシナゴーグを練習場に改造した、ブタペスト

のフェンシングクラブ 

 

 
＊試合会場 風景 



 
＊日本選手の試合を見ていた各国のコーチから握手を求められ選手・団長コーチとしては有意義な遠征だったと確信い

たしました。  

 

 

 
＊JAPANチーム 陣営                  ＊最終日集合 



 

 
＊朝食風景                      ＊移動風景 

 

 

１１，遠征参加について  

FIEカデ部門で今回の中学生が参加できた事はラッキーであった思います。ヨーロッパやアジア諸国から 39ヵ国参加の

大会を体験できたことはよい刺激になったことは間違いありません。また試合会場でしか会えない仲間と短い時間でし

たが過ごせたことは貴重な時間であったことと思います。 

そして それぞれ自分のフェンシングに多くの課題の土産を持ち帰れたと確信しています。 

選手たちはまた遠征権利を獲得して参加したいと言っていました。 

これからどんどん海外での試合参加を増やすべきだと感じました。 

 

毎回 キャンプや遠征で感じることは 現代っ子とはいえ食の細い選手達が多く、食事栄養指導は今まで以上の指導が

必要とおもいます。また、試合会場では世界各国から様々な人種が集まってくる場であり、当たり前のことですが子供

たちに国際的な会場でのマナーも常に指導を心がけたいと思います。 

 

今回市内のフェンシングクラブや会場で観た各国のコーチと選手たちの試合に挑むフェンシングへの熱血漢には伝統で

しょうか！ 改めて記憶に残るものがありました。 

 

今回の日本選手たちはメダルまでは届きませんでしたが、各国からマークされていました。 

期間中は、剣と財布の盗難等、即対処出来、多少の忘れ物があった程度で、全員体調不良、怪我をすること無く 

無事に帰国できました。今回参加した選手たちのこれからの成長が楽しみです。 

 

最後に、事務局関係各位の皆様のご協力により、滞りなく終了できたことに感謝いたします。 

報告とさせていただきます。 

 

                                                 以上 

2019年11月16日 


