
順位 氏名 所属 順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

 1   簾内　長仁   秋田北鷹高校  1  西本　勇斗  岩国工業高校  1   小川　翔大   愛工大付属中学校 

 2   坂田　将倫   龍谷大学付属平安高校  2  戸田　顕崇  米沢興譲館高校  2   高橋　優作   法政大学第二高校 

 3   松山　恭助   ワセダクラブ  3  中村　豪  法政大学第二高校  3   竹下　昇輝   袋井高校 

 4   敷根　章裕   NEXUS JFC  4  金山　銀二郎  岩国工業高校  4   山岸　顕志朗   一関第二高校 

 5   敷根　崇裕   NEXUS JFC  5  叶内　慶一  立教新座高校  5   山本　隼大   三本松高校 

 6   西藤　俊哉   エリートアカデミー  6  島田　海晟  大分上野丘高校  6   大槻　達哉   伊那北高校 

 7   竹田　陸人   東京フェンシングスクール  7  五味　拓馬  埼玉栄高校  7   栢木　琢也   法政大学第二高校 

 8   鈴村　健太   はしまモアFC  8  山田　壮太  富山中部高校  8   江嶋　宏太   藤蔭高校 

 9   中島　瞭太   札幌光星高校  9  簾内　長仁  秋田北鷹高校  9   山口　開生   沼田高校 

 10   野口　凌平   エリートアカデミー  10  敷根　章裕  NEXUS JFC  10   木村　健太   沼田高校 

 11   安部　慶輝   エリートアカデミー  11  北川　秀勝  和歌山東高校  11   清岡　直明   和歌山東高校 

 11   永野　雄大   水戸クラブ  12  池部　勝弥  大分豊府高校  12   平沼　真悟   龍谷大学付属平安高校 

 11   竹内　凱   金沢西高校  13  吉田　紘大  新潟高校  13   川島　孝紀   栃木商業高校 

 14   島田　海晟   大分上野丘高校  14  星野　繁治  法政大学第二高校  14   五定　寛司   熊毛南高校 

 15   安　雅人   水戸クラブ  15  安　雅人  水戸クラブ  15   佐藤　篤志   川俣高校 

 16   安部　克啓   秋田市ジュニアフェンサーズ  16  新島　舜  法政大学第二高校  16   山根　周祐   埼玉栄高校 

 17   緒方　大吾   大分豊府高校  17  島田　拓  与野高校  17   小島　亮太   法政大学第二高校 

 18   吉口　雄也   スケルマ高田塾  18  西沢　樹  ワセダクラブ  18   藤根　大輝   八王子フェンシングクラブ 

 19   根橋　拓海   箕輪進修高校  19  河西　翔平  伊那北高校  19   小山　桂史   愛工大付属中学校 

 20   田高　広基   埼玉栄中学校  20  荒木　涼  開新高校  20   弓削田　雄貴   法政大学第二高校 

 21   舩本　宗一郎   KYFC  21  藤原　峻平  三島高校  21   中尾　祐貴   和歌山東高校 

 22   小川　翔大   愛工大付属中学校  22  伊藤　公敬  大阪読売千里クラブ  22   満生　耀一朗   立教新座中学校 

 23   三浦　秀也   本吉町フェンシング協会  23  塩原　智輝  箕輪中学校  23   佐藤　飛太   米沢東高校 

 24   平沼　真悟   龍谷大学付属平安高校  24  冨永　晃世  早稲田中学高  24   櫻井　和寿   米沢東高校 

 25   伊藤　拓真   大垣ジュニアFC  25  永山　俊次  和歌山北高校  25   後藤　駿弥   羽島北高校 

 26   上田　拓弥   揖斐高校  26  小石　博也  国府台高校  26   上野　克巳   富山西高校 

 27   芝　佳樹   和歌山東高校  27  村山　健太郎  ＤＦＡ  27   森川　奨太   大垣南高校 

 28   川島　孝紀   栃木商業高校  28  日裏　朊樹  和歌山東高校  28   真田　涼太   札幌クラブ 

 28   梅津　勝平   米沢市Ｆスポーツ少年団  29  情野　学  米沢興譲館高校  29   山崎　凌   熊毛南高校 

 30   岸　貴範   埼玉栄中学校  30  孫　祖文  仙台第二高校  30   小林　慧   聖籠ジュニアＦＣ 

 31   平松　海成   箕輪中学校  31  竹内　凱  金沢西高校  31   山森　一樹   富山西高校 

 32   上野　克巳   富山西高校  32  敷根　崇裕  NEXUS JFC  32   草彅　亮   横手高校 

 33   MATSEICHUK
V. 

 ワセダクラブ  33  古俣　聖  新潟ジュニアFC  33   渡邉　廉   日田林工高校 

 34   佐々木　涼真   仙台高校  34  泉田　尚輝  岐阜各務野高校  34   江川　颯一   検見川高校 

 35   山根　周祐   埼玉栄高校  35  弘瀬　晴崇  高知ジュニアＦＣ  35   川嶋　光   金沢西高校 

 36   小田　康平   大穴フェンシングクラブ  36  高橋　利典  新潟高校  36   髙木　拓哉   大垣南高校 

 37   正村　海渡   東京フェンシングスクール  36  武田　遼  横手高校  37   笠原　良   新潟高校 

 37   大槻　達哉   伊那北高校  38  岸　薫  立教新座中学校  38   芹澤　洋人   埼玉栄高校 

 39   北原　達也   伊那北高校  39  髙島　秋則  清風高校  39   高橋　直矢   一関第二高校 

 40   堀田　健生   法政大学第二中学校  40  九万田　大廊  早稲田中学  40   藁谷　友   新潟高校 

 41   北山　泰貴   青山学院高等部  41  北村　知丈  聖籠ジュニアFC  41   木村　奎太朗   京都フューチャーFC 

 42   川北　信海   愛工大付属中学校  42  池田　慧史  早稲田中学校  42   清水　紀宏   箕輪中学校 

 43   山田　壮太   富山中部高校  43  萬　浩太  仙台南高校  43   和野　恭隆   一関第二高校 

 44   江嶋　宏太   藤蔭高校  44  福井　天士  金沢西高校  44   林　致憲   清風中学校 

 44   中村　豪   法政大学第二高校  45  大崎　雄貴  和歌山東高校  45   田中　亘   三本松高校 

 46   山口　開生   沼田高校  46  前野　魁人  龍谷大学付属平安中学校  46   石川　力   仙台高校 

 47   古俣　聖   新潟ジュニアFC  47  北　亮太郎  松任高校  47   小林　凌平   立教新座中学校 

 47   山北　格也   はしまモアＦＣ  48  大内　一輝  仙台第一高校  48   佐藤　拓弥   横手高校 

 49   栢木　琢也   法政大学第二高校  49  田邉　大  与野高校  49   藤田　倫平   気仙沼高校 

 50   伊藤　公敬   大阪読売千里クラブ  49  野田　遼介  羽島北高校  50   大沼　純平   仙台南高校 

 51   新田　啓人   和歌山北高校  51  中島　瞭太  札幌光星高校  51   木場　瞭太   鳥羽フェンシングクラブ 

 52   池部　勝弥   大分豊府高校  52  坂　晴登  京都フューチャーFC  52   渡邉　憲人   沼津西高校 

 53   横田　泰一   仙台フェンシングクラブ  53  齋藤　一樹  新潟高校  53   山口　渓太   立教新座中学校 

 54   弘瀬　晴崇   高知ジュニアＦＣ  54  田邉　周哉  洛陽工業高校  54   丸山　雅仁   東葛飾高校 

 55   榎本　芽玖   和北ジュニアクラブ  55  山本　裕太  乙訓高校  55   浅見　友哉   金沢西高校 

 56   塩澤　匠   伊那弥生ヶ丘高校  56  古田　唯一郎  羽島北高校  56   白井　寛夢   札幌光星高校 

 57   中尾　祐貴   和歌山東高校  57  岩渕　準平  一関第二高校  56   鈴木　匠   田方農業高校 

 58   池畑　亮太朗   海星高校  58  岡　翼  甲斐清和高校  58   宍戸　優太   米沢興譲館高校 

 59   荒木　涼   開新高校  59  笹原　佑星  沼津西高校  58   竹下　敬太   早稲田中学校 

 60   小野寺　渓   気仙沼高校  60  壽福　大河  鹿児島南高校  58   内藤　大智   新潟高校 

 61   伊藤　大輝   河内JFC  61  大坪　舜  立教新座高校  61   辻　高明   海星中学校 

 62   戸田　顕崇   米沢興譲館高校  62  舩本　宗一郎  KYFC  62   福澤　拳梧   長野県赤穂高校 

 63   渡部　飛鳥   秋田市ジュニアフェンサーズ  63  箕浦　健  慶應義塾高校  63   伊牟田　大輝   鹿児島南高校 

 64   山崎　凌   熊毛南高校  64  石川　裕貴  川俣高校  64   石成　寿行   横手高校 
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順位 氏名 所属 順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

1  柳岡　はるか  東亜学園高校  1   古俣　潮里   新潟高校  1  鳴海　葵  同志社女子高校

2  西岡　真穂  和北ジュニアクラブ  2   畑山　史菜   二ツ井ジュニアＦチーム  2  佐々木　陽菜  福島市フェンシングクラブ

3  伊藤　真希  大垣ジュニアＦＣ  3   曽根　一葉   新潟商業高校  3  朝居　由起  羽島北高校

4  宮脇　花綸  東京フェンシングスクール  4   山本　智恵   東京フェンシングスクール  4  奥田　彩野  鳥羽フェンシングクラブ

5  狩野　愛巳  利府西中学校  5   白峰　杏美   三島高校  5  小林　かなえ  聖籠ジュニアＦＣ

6  岡部　麻衣  秋田市ジュニアフェンサーズ  6   土屋　さや   米沢東高校  5  雪野　汐里  米沢東高校

7  登尾　早奈  三島FC  7   清川　みずき   三本松高校  7  向江　彩伽  エリートアカデミー

8  奥田　彩野  鳥羽フェンシングクラブ  8   村松　花   ワセダクラブ  8  平山　純奈  米沢興譲館高校

9  溝口　礼菜  松戸柿の木台スケルマ  9   上山　芽衣子   沼田女子高校  9  橋本　楓  三本松高校

10  石綿　夢望  秋田市ジュニアフェンサーズ  10   松野　仁美   福島商業高校  10  原　侑子  富山パレスＦＣ

11  向井　愛美  富山西高校  11   上田　果歩   箕輪中学校  11  江村　美咲  騎士の会

12  遠藤　里菜  八王子フェンシング協会  12   山根　令   三本松高校  12  尾崎　凜々子  同志社女子中学校

12  奈良　薫  東京フェンシングスクール  13   富永　恵美   宇都宮フェンシングクラブ  13  中井　祥子  富山西高校

14  菊池　小巻  熊本ジュニアクラブ  14   中野　伶奈   横手高校  14  石井　遥  玉野光南高校

15  須藤　実希  黒石高校  15   中本　紗羅   乙訓高校  15  鳴海　百華  黒石高校

16  馬場　晴菜  大垣ジュニアＦＣ  16   菅原　海凪   聖霊女子短大付属高校  16  池田　礼奈  三本松高校

17  高田　真帆  米沢市Ｆスポーツ少年団  17   溝口　礼菜   松戸柿の木台スケルマ  17  笹尾　歩未  箕島高校

18  神野　千尋  川俣町Ｆスポーツ少年団  18   前田　友菜   富山パレスＦＣ  18  浅川　聖菜  三本松高校

19  山本　智恵  東京フェンシングスクール  19   片岡　真緒   同志社女子高校  19  豊島　紗耶香  熊毛南高校

20  堀越　陽花  埼玉栄高校  20   小倉　紗來   和歌山北高校  20  坂上　久美子  津久見高校

21  緒方　実奈海  エリートアカデミー  21   三角　理恵   埼玉栄高校  21  西森　真由  三本松高校

22  片岡　真緒  同志社女子高校  22   村上　久美   大谷中学校  22  村上　千尋  大分豊府中学校

23  眞田　真央  沼津西高校  23   相場　咲来   秋田市ジュニアフェンサーズ  23  阿部　夏美  新発田高校

24  高橋　優月  秋田市ジュニアフェンサーズ  24   佐久間　恵   青山学院高等部  24  高田　真帆  米沢市Ｆスポーツ少年団

25  浅野　早紀  ワセダクラブ  25   簾内　瞳李   二ツ井ジュニアＦチーム  25  竹腰　愛  水橋高校

26  吉澤　佳穂  埼玉栄中学校  26   鈴木　美里   一関第二高校  26  山﨑　鈴夏  東葛飾高校

27  鳴海　葵  同志社女子高校  27   土田　二葉   札幌大谷中学校  27  谷口　佳那恵  大垣南高校

28  菅原　海凪  聖霊女子短大付属高校  28   須藤　実希   黒石高校  28  今井　良美  ワセダクラブ

29  伊藤　理那  藤蔭高校  29   坂本　泉   和歌山北高校  29  梶山　優  埼玉栄高校

30  東　莉央  和北ジュニアクラブ  30   竹森　友香   東葛飾高校  30  宮枝　桃子  松戸高校

31  吉村　美穂  京都クラブ  31   小林　幸菜   甲斐清和高校  31  木村　結  平生JFC

32  白峰　杏香  三島FC  32   吉村　美穂   京都クラブ  32  川﨑　史織  松戸高校

33  千葉　朱夏  一関フェンシングクラブ  33   難波　柚   西大寺高校  33  大野　真由  沼津東高校

34  今井　良美  ワセダクラブ  34   末正　詩織   甲陵高校  34  田村　菜津子  新潟高校

35  スィーモアヘ
ザー　香梨

 横浜商科大学高校  35   廣瀬　希珠   千葉県立検見川高等学校  34  鈴木　ちさと  松戸高校

36  和田　捺見  和歌山北高校  36   稲田　真奈   同志社女子中学校  36  網本　都子  三本松高校

37  前田　友菜  富山パレスＦＣ  37   瀬戸　みさ乃   同志社女子中学校  37  佐々木　舞  一関第二高校

38  田村　佳奈恵  高知ジュニアＦＣ  38   スィーモアヘ
ザー　香梨 

 横浜商科大学高校  38  澤田　朱里  黒石高校

39  山﨑　有華  佐賀商業高校  39   能瀬　みずき   三本松高校  39  山口　菜摘  沼津東高校

40  小倉　紗來  和歌山北高校  40   山口　彩夏   沼田女子高校  39  上原　瑛美  米沢興譲館高校

41  阿部　夏美  新発田高校  41   笹山　晴加   湘南高校  41  泉澤　カンナ  札幌大谷中学校

42  澤田　朱里  黒石高校  42   久壽　麻衣   箕島高校  42  片ヶ瀨　有香  一関第二高校

43  楳原　亜美  一関第二高校  43   小田　しほり   羽島北高校  43  上野　葵  関西大学第一高校

44  杉尾　美音  和歌山北高校  43   仁木　毬乃   仙台高校  44  坂本　早希  沼津西高校

44  竹森　友香  東葛飾高校  45   小澤　早紀   甲斐清和高校  45  吉川　初月  湘南高校

46  清川　みずき  三本松高校  46   高田　野乃香   速星中学校  46  長澤　日佳梨  新潟高校

47  泉澤　カンナ  札幌大谷中学校  47   遠藤　百合加   春日部共栄高校  47  大野　祐菜  羽島北高校

48  田村　菜津子  新潟高校  48   藤石　綾音   新潟高校  48  橋本　真由香  羽島北高校

49  鳴海　百華  黒石高校  49   尾崎　七海   沼津西高校  49  島田　江里子  新潟高校

50  宮枝　桃子  松戸高校  50   西田　早也香   金沢伏見高校  50  平塚　愛奈  福島商業高校

51  小林　亜美  高崎商科大学附属高校  51   水野　佳奈   埼玉栄高校  51  山﨑　有華  佐賀商業高校

52  鈴木　未菜実  仙台フェンシングクラブ  52   後藤　佳奈   新潟高校  52  山本　晴加  仙台南高校

53  簾内　瞳李  二ツ井ジュニアＦチーム  53   菅野　沙奈   川俣高校  53  佐藤　芙優  合川スポーツ少年団

54  雪野　汐里  米沢東高校  53   栗田　綾香   沼津西高校  54  増山　彩  諫早商業高校

54  村上　千尋  大分豊府中学校  55   飯田　ひかり   羽島北高校  55  佐々木　奈々  別府商業高校

54  土田　二葉  札幌大谷中学校  56   濱口　真紀子   大分上野丘高校  56  小林　優  沼田女子高校

57  菅野　沙奈  川俣高校  56   五十嵐　彩   米沢興譲館高校  57  佐藤　花香  箕島高校

58  千葉　藍  気仙沼フェンシング協会  58   白石　絵里   一関第二高校  57  大石　清香  三島高校

59  吉岡　愛咲  大分豊府中学校  59   茂泉　千春   仙台第一高校  57  熊谷　星良  仙台第二高校

60  原　侑子  富山パレスＦＣ  60   藤島　榛子   松任高校  60  仙葉　楓佳  秋田市ジュニアフェンサー

ズ60  田中　薫  甲斐清和高校  61   石井　円子   青山学院高等部  61  松本　真実  関西大学第一高校

62  高橋　伊吹  高崎商科大学附属高校  62   小手川　あゆみ   津久見高校  62  金城　晴香  和東ジュニア

63  小野寺　明日香  気仙沼フェンシング協会  63   相澤　早紀   沼津西高校  63  小野寺　歌月  一関第二高校

64  山根　令  三本松高校  64   白杉　夏実   山形東高校 

カデ女子サーブル（1月９日）カデ女子エペ（1月９日）

第19回JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会　結果（カデ女子）

カデ女子フルーレ（1月１０日）



順位 氏名 所属 順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

 65   髙橋　恋   川俣町Ｆスポーツ少年団  65  榎本　涼  国府台高校 65  北　智絵理  同志社女子高校

 66   真田　涼太   札幌クラブ  66  後藤　優太  福島商業高校 66  山本　紗矢香  速星中学校

 67   佐藤　篤志   川俣高校  66  豊田　紘規  柏陵高校 67  佐藤　杏香  大分上野丘高校

 68   古田　唯一郎   羽島北高校  68  菊池　智大  法政大学第二高校 68  梅津　春香  エリートアカデミー

 69   榎本　涼   国府台高校  69  堀川　寛哉  三島高校 69  豊島　紗耶香  熊毛南高校

 70   廣瀬　新   福島大学附属中学校  70  佐藤　美彦  一関第二高校 70  山本　明日香  検見川高校

 71   髙島　秋則   清風高校  71  鎌田　泰春  札幌光星高校 71  中井　祥子  富山西高校

 72   木村　健太   沼田高校  72  村上　統馬  立教新座中学校 72  福島　涼香  慶應湘南藤沢中等部

 73   佐々木　黎   横手高校  73  黒井　創太  新潟高校 73  松野　仁美  福島商業高校

 74   齋藤　磨生   新潟高校  74  東堂　飛龍  日田林工高校 74  上山　芽衣子  沼田女子高校

 75   辻　優一   三島高校  75  鷹野　晴貴  甲陵高校 75  富田　彩  検見川高校

 76   芹澤　洋人   埼玉栄高校  76  鈴木　健一郎  山形東高校 76  提橋　茉世  埼玉栄中学校

 77   大久保　玲   与野高校  77  星　洋一郎  米沢興譲館高校 77  上野　葵  関西大学第一高校

 78   荻谷　空   水戸クラブ  78  大山　舜平  鹿児島南高校 78  新井　しおり  新潟高校

 79   江川　颯一   検見川高校  79  西川　佳宏  水橋高校 78  甲斐　百花  沼津西高校

 80   澤畠　武博   水戸クラブ  80  荒井　勇哉  金沢伏見高校 80  増山　彩  諫早商業高校

 81   道上　凌丞   高知ジュニアＦＣ  81  星野　拓也  甲斐清和高校 81  渡邊　千晶  札幌大谷高校

 82   朋部　龍太郎   海星中学校  82  宇野　浩太朗  検見川高校 82  平山　純奈  米沢興譲館高校

 83   寺前　拓   埼玉栄高校  83  細井　瑛晃  富山西高校 83  天川　さつき  甲斐清和高校

 84   石川　裕貴   川俣高校  84  片桐　淋甫  札幌光星高校 84  木村　結  平生JFC

 85   齋藤　明輝   日大三島高校  84  細川　慶  二ツ井高校 85  木下　弥生  松任高校

 86   九万田　大廊   早稲田中学校  86  朋部　由士  海星中学校 86  谷　優里香  諫早商業高校

 87   片岩　準   愛工大名電高校  87  黒澤　恭兵  田方農業高校 87  小島　優紀  岐阜各務野高校

 87   高橋　利典   新潟高校  88  橋本　真由香  羽島北高校

 87   佐々木　駿   東京学館新潟高校  89  井上　咲季子  関西大学第一高校

 90   山森　一樹   富山西高校  90  西森　真由  三本松高校

 91   守　郁人   金沢二水高校  91  齊藤　ななみ  慶應湘南藤沢中等部

 92   林　致憲   清風中学校  91  末正　詩織  甲陵高校

 93   蜂谷　健太   一関第二高校  93  松本　真実  関西大学第一高校

 93   松渕　直希   秋田アシックＦＣ  93  吉川　初月  湘南高校

 95   五定　寛司   熊毛南高校  95  中邑　明花  松任高校

 96   菅原　壮史   仙台南高校 

 97   伊牟田　大輝   鹿児島南高校 

 98   漆畑　太朗   沼津西高校 

 99   中島　悠介   札幌クラブ 

 100   池田　崚介   三島高校 

 101   山本　裕太   乙訓高校 

 102   櫻井　和寿   米沢東高校 

 103   勝又　裕意   日大三島高校 

 103   角田　秀輝   沼田クラブ  順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

 105   鎌田　泰春   札幌光星高校   65   岸　大知   水橋高校   65   鈴木　未菜実   仙台フェンシングクラブ 

 106   石川　力   仙台高校   66   佐藤　連也   沼田高校   66   渡邊　幸恵   埼玉栄高校 

 107   山岸　顕志朗   一関第二高校   66   緒方　大吾   大分豊府高校   67   谷　優里香   諫早商業高校 

 108   岡　翼   甲斐清和高校   66   花園　翔太   沼津東高校   68   井上　咲季子   関西大学第一高校 

 108   佐藤　飛太   米沢東高校   69   河本　崚士   岩国工業高校   69   新井　しおり   新潟高校 

 108   高杉　令   埼玉栄中学校   70   矢野　聡志   情報科学高校   70   島田　佳奈   東葛飾高校 

 111   坂　晴登   京都フューチャーFC   71   新田　啓人   和歌山北高校   71   金森　郁美   羽島北高校 

 112   阿部　悠吾   聖籠ジュニアＦＣ   72   松岡　知紀   山形東高校   72   伊東　華於利   津久見高校 

 112   鷹野　晴貴   甲陵高校   73   山形　亮太郎   札幌光星高校   73   千葉　梨々夏   一関第二高校 

 112   伊牟田　俊輝   鹿児島南高校   74   伊牟田　俊輝   鹿児島南高校 

 115   西川　佳宏   水橋高校   75   松崎　翔太   早稲田中学高 

 115   壽福　大河   鹿児島南高校   76   下平　旬範   東葛飾高校 

 117   星野　拓也   甲斐清和高校   77   佐原　諄紀   早稲田中学校 

 118   高橋　祐登   盈進中学校   78   上田　祐樹   埼玉栄高校 

 118   藤平　隼輔   栃木商業高校   79   木場　映友   鳥羽フェンシングクラブ 

 118   野村　竜洋   鳥羽高校   79   大沢　行弘   甲斐清和高校 

カデ女子エペ 　６５位以下カデ男子サーブル 　６５位以下

カデ男子フルーレ　６５位以下 カデ男子エペ 　６５位以下 カデ女子フルーレ　６５位以下


