
２０１２年度仙台市フェンシング選手権大会（仙台市秋保体育館）

第１回フルーレ男子（２０１３／２／１０、参加７４名） 第２５回エペ男子（２／１１、参加４９名） 第２２回サーブル男子（２／９．参加２９名）
1 東北大 佐々木　崇徳 41 東北大 石澤　亮介 1 慶応義塾高 武田　仁 1 東北大 桃谷　勝郎
（初優勝） 42 甲斐清和高 星野　拓也 （初優勝） （初優勝）
2 東北工大高 狩野　広大 43 仙台FC 川端　康文 2 米沢東高教 高田　和典 2 東北大 佐々木　崇徳
3 仙台高 木村　祐貴 44 仙台二高 萱場　祐樹 3 米沢興譲館高教 小原　秀樹 3 東北大 出川　和希
4 東北大 武者　誠彦 45 仙台高 石田　祐大 4 仙台FC 山口　隆弘 4 茨城クラブ 加藤　直人
5 仙台FC 佐藤　達 46 山形東高 五十嵐　滉介 5 米沢興譲館高 戸田　顕崇 5 仙台高 石川　力
6 東北学院大 高橋　忠人 47 横手高 木村　孝太 6 米沢東高 田口　智裕 6 東北大 後藤　航
7 東北大 廣瀬　光太郎 48 東北工大高OB 粟野　修平 7 世田谷クラブ 鈴木　慶樹 7 東北大 福田　慎太郎
8 東北工大高 樋口　明洋 49 仙台二高 伊藤　圭吾 8 東北電力 橋本　侑磨 8 仙台二高 星　優平
9 仙台高 石川　力 49 仙台二高 大塚　純平 9 仙台二高 山根　康平 9 東北大 鈴木　陽一
10 仙台南高 宗形　裕樹 51 仙台二高 原田　海 10 仙台二高 孫　祖文 10 一関FS少年団 阿部　晴空
11 仙台高 太田　海 52 山形東高 松岡　知紀 11 桜門剣友会 村上　哲久 11 東北大 黒田　燎
12 仙台南高 庄司　悠希 53 東北大 赤星　晃 12 仙台一高 佐々木　煕 12 DFA 古谷　隆生
13 横手高 佐々木　黎 54 横手高 伊藤　陸 13 東北大 佐々木　崇徳 13 東北工大高 狩野　広大
14 仙台南高 大沼　純平 55 米沢東高 本間　萩己 14 東北工大高OB 粟野　修平 14 山形東高 松岡　知紀
15 仙台FC 内ヶ崎　一磨 56 東北大 森　大輔 15 仙台高 石川　力 15 山形東高 小林　潤一
16 仙台FC 齋藤　雄一 57 東北工大高 三浦　臣吾 16 仙台二高 大塚　純平 16 IWクラブ 宇山　裕人
17 JR東日本 佐藤　大樹 58 東北工大高 吉田　良 17 東北大 袴田　祐基 17 仙台高 石田　祐大
18 仙台二高 星　優平 59 利府高 山内　賢斗 18 仙台高 太田　海 18 利府高 野崎　蓮
19 仙台高 結城　良太 59 米沢東高 田口　智裕 19 東北工大高 樋口　明洋 19 仙台一高 中島　健太
20 仙台二高 酒井　晧平 61 仙台南高 濱　泰斗 20 東北工大高 狩野　広大 20 仙台FCV 渡邊　和利
21 東北大 黒田　燎 62 横手高 草彅　亮 21 IWクラブ 宇山　裕人 21 仙台二高 櫻井　慎也
22 東北大 桃谷　勝郎 63 東北工大高 西川　真悟 22 仙台FC 渡邊　和利 22 仙台二高 板垣　達夫
23 横手高 佐藤　拓弥 64 仙台二高 村上　瑠 23 山形東高 五十嵐　滉介 23 山形東高 大沼　禎
24 東北大 袴田　祐基 65 仙台二高 山根　康平 24 仙台二高 酒井　皓平 24 仙台二高 坂野　真瑚
25 仙台医療福祉専門学校大橋　洋介 66 仙台二高 桜井　慎也 25 東北大 宮下　陽一 25 仙台FCV 佐藤　政行
26 利府高 野崎　蓮 66 北陵騎士の会 上村　一 26 仙台FC 佐藤　達 26 一関FS少年団 千田　和斗
27 IWクラブ 宇山　裕人 68 仙台南高 品川　大地 27 仙台二高 村上　瑠 27 仙台二高 佐々木　隆紘
28 仙台南高 佐藤　諒太 69 仙台南高 瀬野尾　泰樹 28 仙台一高 遠山　真和 28 東北工大高 三浦　臣吾
29 仙台二高 山根　康平 70 仙台二高 新田　能隆 29 東北大 小田倉　諒 29 利府高 山内　賢斗
30 大谷小 村上　拳 70 横手高 佐藤　和泰 30 JR東日本 佐藤　大樹
31 横手高 武田　遼 72 仙台南高 菅原　克哉 31 仙台FC 川端　康文
32 横手高 石成　寿行 73 東北大 小田倉　諒 32 仙台一高 伊藤　勇哉
33 仙台南高 津田　隼一 74 仙台南高 安部　綾太 33 東北大 廣瀬　光太郎
34 仙台南高 阿部　尚馬 34 仙台高 結城　良太
35 東北大 後藤　航 35 仙台一高 矢森　修
36 仙台FC 渡邊　和利 36 仙台高 木村　祐貴
37 仙台二高 坂野　真瑚 37 仙台二高 新田　能隆
37 仙台高 佐藤　伸明 38 東北学院大 渡邊　健吾
39 気仙沼西高 熊谷　春樹 39 東北学院大 大場　雄人
40 仙台二高 板垣　達夫 40 甲斐清和高 星野　拓也

41 気仙沼西高 熊谷　春樹
42 東北工大高 吉田　良
43 東北大 赤星　晃
44 仙台一高 高平　友博
45 利府高 千葉　桂
46 北陵騎士の会 上村　一
47 仙台南高 濱　泰人
48 仙台二高 山尾　健介
49 仙台高 佐藤　伸明

第１回フルーレ女子（２／１０、参加３８人） 第２５回エペ女子（２／１１、参加２３人） 第２２回サーブル女子（２／９．参加１５人）
1 甲斐清和高教 鈴木　あゆみ 21 仙台南高 巻山　千尋 1 米沢興譲館高 飯澤　有貴 所属 氏　　名
（初優勝） 22 仙台南高 吉原　茉美 （初優勝） 1 甲斐清和高教 鈴木　あゆみ（初優勝） 22 仙台南高 吉原　茉美 （初優勝） 1 甲斐清和高教 鈴木　あゆみ
2 仙台ＦＣ 永瀬　夏帆 23 仙台二高 阿部　愛 2 仙台FC 永瀬　夏帆 （初優勝）
3 菅谷台小 狩野　央梨沙 24 仙台二高 宮本　真緒 3 東北大 梅津　まみ 2 山形東高 門脇　璃子
4 東北大 梅津　まみ 25 仙台二高 手代木　さづき 4 仙台二高 島倉　奈緒子 3 仙台FC 永瀬　夏帆
5 甲斐清和高 田中　薫 26 横手高 草薙　宥映 5 甲斐清和高 小澤　慶 4 一関FS少年団 佐々木　月
6 一関FS少年団 千葉　朱夏 27 仙台南高 菅原　小百合 6 仙台二高 阿部　愛 5 山形東高 工藤　さやか
7 利府高 阿部　桐子 28 利府高 鹿野　七星 7 米沢興譲館高 五十嵐　彩 6 仙台二高 宮本　真緒
8 仙台二高 澁谷　茉由 29 仙台南高 山吹　理紗 8 仙台一高 河田　理子 7 三田FC 竹生　淑子
9 気仙沼西高 白幡　光 30 甲斐清和高 三井　友美 9 仙台南高 巻山　千尋 8 甲斐清和高 三井　友美
10 仙台三高 斉田　夏紀 31 米沢東高 渡部　加菜 10 気仙沼西高 白幡　光 9 甲斐清和高 大柴　杏香
11 仙台南高 山本　晴加 32 仙台高 赤坂　梨花 11 山形東高 澁谷　亜香里 10 甲斐清和高 田中　薫
12 仙台二高 土谷　智恵理 33 甲斐清和高 大柴　杏香 12 新潟高 木下　りな 11 仙台二高 手代木　さづき
13 山形東高 門脇　璃子 34 仙台三高 勝吉　玉光 13 仙台二高 川元　美咲 12 仙台南高 山吹　理紗
14 新潟高 木下　梨那 35 利府高 千田　成美 14 米沢興譲館高 八島　若奈 13 DFA 立花　良子
15 甲斐清和高 大木　麻耶 36 仙台三高 高橋　菜生子 15 米沢興譲館高 岩倉　奈月 14 山形東高 鈴木　さやか
16 仙台三高 田村　彩花 37 東北大 梅津　由美 16 仙台南高 吉原　茉美 15 仙台二高 土谷　智恵理
17 仙台三高 金沢　柚子 38 甲斐清和高 小澤　慶 17 仙台一高 茂泉　千春
18 仙台三高 小澤　菊乃 18 仙台高 赤坂　梨花
19 仙台二高 川元　美咲 19 仙台二高 澁谷　茉由
20 仙台二高 島倉　奈緒子 20 仙台南高 菅原　小百合

21 甲斐清和高 大木　麻耶
22 仙台二高 佐藤　和香
23 東北大 梅津　由美



男子フルーレ 女子フルーレ
左から狩野、樋口、佐藤、武者、佐々木、高橋、木村、廣瀬 左から鈴木、阿部、梅津まみ、田中、渋谷、狩野、千葉、永瀬

男子エペ 女子エペ
左から戸田、小原、鈴木、高田、山口、田口、橋本、武田 左から小澤、梅津まみ、永瀬、阿部、飯澤、河田、五十嵐、島倉

男子サーブル 女子サーブル
左から加藤、福田、佐々木、石川、後藤、桃谷、星、出川 左から佐々木、竹生、宮本、鈴木、工藤、永瀬、三井、門脇


