２０１１年アジア ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会成績
開催地 ： タイ国バンコク市
ジュニア男子フルーレ（６５人）
優勝 グリゴリエフ（カザフスタン）
２位 佐々木 慶将（日本大学）
チョイ（香港）
３位
キム（韓国）
８位 村上 仁紀（日本大学）
１２位 加藤 祥（新潟青陵高校）
１４位 北川 隆之介（早稲田大学）
ジュニア女子フルーレ（４２人）
優勝 相澤 さつき（高崎商大付属高校）
２位 ウォン（シンガポール）
シャイト（レバノン）
３位
安田 有希（羽島北高校）
７位 山田 あゆみ（鳥羽高校）
１１位 柳岡 はるか（東亜学園高校）
ジュニア男子フルーレ団体（１６チーム）
優勝 韓国
２位 日本
香港
３位
カザフスタン
ジュニア女子フルーレ団体(１０チーム）
優勝 日本
２位 中国
香港
３位
シンガポール
カデ男子フルーレ（３９人）
優勝 チャン（香港）
２位 三好 修平（三島高校）
大石 利樹（大分豊府高校）
３位
タム（香港）
５位 伊藤 真（大垣南高校）
１５位 東 哲平（和歌山北高校）

カデ女子フルーレ（３２人）
優勝 シャイト（レバノン）
２位 チェン（香港）
永瀬 夏帆（宮城学院高校）
３位
真田 玲菜（札幌大谷高校）
６位 伊藤 真希（大垣ジュニア）
７位 柳岡 はるか（東亜学園高校）

カデ男子フルーレ団体（９チーム）

大会期間 ： ２０１１年３月５日～１３日

ジュニア男子エペ（５５人）

ジュニア男子サーブル（４８人）

優勝 アレクザーニン（カザフスタン）
２位 ザクポフ（カザフスタン）
トルバチェフ（カザフスタン）
３位
ユン（韓国）
５位 北村 直之（北越高校）
７位 吉沢 有紀（東京学館新潟高校）
２０位 金子 凌（中央大学）
４５位 山田 優（鳥羽高校）
ジュニア女子エペ（４１人）

優勝 チェン（中国）
２位 スン（中国）
ラハバリ（イラン）
３位
ソー（韓国）
１８位 岩田 茂貴（中京大学）
２２位 斉藤 采（法政大学）
２７位 前田 脩吾（中央大学）
３９位 野里 崇有（中央大学）
ジュニア女子サーブル（４３人）

優勝 チェン（台湾）
２位 チュー（香港）
大橋 里衣（同志社大学
３位
トーサン（オーストラリア）
１３位 林 真央（朝日大学）
１７位 岡部 夏奈（聖霊女子高校）
３３位 山崎 衣里子（和歌山北高校）
ジュニア男子エペ団体（１３チーム）

優勝 ポチュクトワ（カザフスタン）
２位 上野 恵梨子（日本体育大学）
プリコドコ（カザフスタン）
３位
田村 紀佳（朝日大学）
１３位 落合 美菜海（東京女子体大）
２１位 石田 佳子（中京大学）

優勝 カザフスタン
２位 ウズベキスタン
韓国
３位
タイ
５位 日本
ジュニア女子エペ団体（１０チーム）

優勝 中国
２位 香港
イラン
３位
韓国
８位 日本
ジュニア女子サーブル団体（１０チーム）

優勝 台湾
２位 カザフスタン
香港
３位
イラン
５位 日本
カデ男子エペ（４８人）

優勝 香港
２位 カザフスタン
日本
３位
台湾

優勝 津江 碧（岩国工業高校）
２位 ピヤアナント（タイ）
アダイキン（カザフスタン）
３位
シュウ（台湾）
８位 武田 仁（慶応義塾高校）
１７位 山田 優（鳥羽高校）
２２位 西本 勇斗（岩国工業高校）

優勝 ワン（香港）
２位 ファジル（カザフスタン）
ヨム（韓国）
３位
リー（香港）
１３位 安藤 光平（法政第二高校）
１４位 森 翔一（札幌光星高校）
１８位 村川 卓也（岩国工業高校）
２２位 平松 竜成（箕輪進修高校）
カデ女子サーブル（２８人）

カデ女子エペ（４１人）
優勝 今井 萌（上伊那農業高校）
２位 トーサン（オーストラリア）
チュー（香港）
３位
リュー（台湾）
１４位 佐野 穂波（沼津西高校）
２６位 畑山 史菜（二ツ井Jr.F）
３３位 池田 五月（富山西高校）
カデ男子エペ団体（１３チーム）

ジュニア男子サーブル団体（１２チーム）

カデ男子サーブル（３４人）

優勝 チャン（香港）
２位 パン（台湾）
サザニアン（イラン）
３位
ウー（台湾）
６位 佐々木 陽菜（福島市FC）
１７位 筒井 孝朱（沼津東高校）
１８位 田岡 志穂里（和歌山東高校）
２５位 風間 はづき （新潟高校）
カデ男子サーブル団体（８チーム）

優勝 日本
２位 香港
オーストラリア
３位
タイ
カデ女子フルーレ団体（６チーム）

優勝 日本
２位 イラン
韓国
３位
カザフスタン
カデ女子エペ団体（９チーム）

優勝 香港
２位 韓国
日本
３位
カザフスタン
カデ女子サーブル団体（６チーム）

優勝 日本
２位 香港
シンガポール
３位
台湾

優勝 香港
２位 オーストラリア
シンガポール
３位
台湾
５位 日本

優勝 香港
２位 台湾
イラン
３位
タイ
５位 日本

