
男子サーブルカデサーキットイギリス大会	 

	 

大会期間	 1 月 25 日（土）〜1月 26 日（日）	 

派遣期間	 1 月 21 日（木）〜1月 27 日(月)	 

場所	 	 	 イギリス•ロンドン市	 

	 

詳細結果	 

＜男子サーブル個人戦＞	 

参加人数 123 名	 

参加者	 

フィッツジェラルド邦彦（騎士の会）	 

茂木雄大（法政二高）	 

小山桂史（聖徳学園付属中）	 

高澤和樹（埼玉栄高）	 

清水紀宏（エリートアカデミー）	 

星野剣斗（エリートアカデミー）	 

	 

１回戦	 

フィッツジェラルド邦彦（騎士の会）	 3 勝 3 敗	 	 途中棄権	 

茂木雄大（法政二高）	 	 	 	 	 	 	 	 5 勝 1 敗	 	 T64 進出	 

小山桂史（聖徳学園付属中）	 	 	 	 	 4 勝 2 敗	 	 T128 進出	 

高澤和樹（埼玉栄高）	 	 	 	 	 	 	 	 3 勝 3 敗	 	 T128 進出	 

清水紀宏（エリートアカデミー）	 	 	 3 勝 3 敗	 	 T128 進出	 

星野剣斗（エリートアカデミー）	 	 	 	 3 勝 3 敗	 	 T128 進出	 

	 

T128	 

小山	 15V-10	 BERNARD(BEL)	 T64 進出	 

高澤	 15V-8	 	 	 LINDLEY(GBR)	 T64 進出	 

清水	 15V-7	 	 	 WALWYN(GBR)	 	 	 T64 進出	 

星野	 15V-14	 	 MORLINO(ITA)	 	 T64 進出	 

	 



T64	 

茂木	 15V-9	 	 JACKSON(GBR)	 	 	 T32 進出	 

小山	 15V-9	 DACEY(GBR)	 	 	 	 T32 進出	 

高澤	 8-15V	 	 	 MAXWELL(GBR)	 敗退	 

清水	 12-15V	 	 CHAUCHOY(FRA)	 敗退	 

星野	 8-15V	 	 	 DEARY(GBR)	 	 	 	 敗退	 

T32	 

茂木	 15V-9	 	 KEMPF(GER)	 	 	 	 	 T16 進出	 

小山	 5-15V	 VERVOITTE(ITA)	 敗者復活戦へ	 

T16	 

茂木	 5-15V	 	 DUBARRY(FRA)	 	 敗者復活戦へ	 

敗者復活戦	 T32	 

小山	 12-15V	 ROSSETTI(FRA)	 敗退	 

敗者復活戦	 T16〜	 

茂木	 15V-5	 	 AMSALEM(GBR)	 

茂木	 12-15V	 KEMPF(GER)敗退	 

	 	 

最終順位	 

1 位	 DUBARRY(FRA)	 

2 位	 PATRICE(FRA)	 

3 位	 	 RAMUNNO(ITA)	 

3 位	 VAN	 HOFFELEN(FRA)	 

	 

16 位	 茂木	 

32 位	 	 小山	 

59 位	 高澤	 

60 位	 清水	 

61 位	 星野	 

67 位	 	 フィッツジェッルド	 

	 

	 

	 



＜男子団体戦＞	 

参加チーム数 20	 

日本（茂木、小山、星野、清水）	 

	 

１回戦プール	 

２勝１敗	 	 T16 進出	 

日本	 45V-36	 	 混成チーム	 

日本	 45V-35	 	 オランダ	 

日本	 42-45V	 ドイツ A	 

T16	 

日本	 45V-44	 ドイツ C	 

T8	 

日本	 13-45V	 フランス A	 	 敗退	 

	 

最終順位	 

1 位	 フランス A	 

2 位	 フランス B	 

3 位	 フランス C	 

8 位	 日本	 

	 


