
 

フェンシング協会 
 

 
１役員氏名 
（１） 会 長  柞山 数男 
（２） 副会長  大橋泰久 町野諭三 斎藤達雄 亀沢敏明 
（３） 理事長  宮田稔郎 
（４） 事務局長 矢郷博昭 （５）市評議員 西村弘樹 
（５）  
２活動目標 
フェンシング競技を通じてスポーツを振興し、その健全なる発展と市民スポーツの普

及ならびに、スポーツ精神の向上を図ることを目的とする。 
 

３主な活動 
（１） 富山市民体育大会の運営 
（２） 富山市強化指定選手による強化練習及び遠征事業の実施 
（３） ジュニア強化練習会の実施 

 
４県内・国内・国際大会での活躍 
（１）国際大会 
１）ドイツ国際大会「第１７回ケー二ヒ杯」（ハレ市 平成 22年 3月 20日～3月 21日 ）     
・Ａユーゲント女子 ６２位  駒場みなみ （富山パレス） 
・Ｂユーゲント女子 １２位  駒場みなみ （富山パレス） 

 ２）ドイツ国際大会「第 10回マールブルク市選手権大会（平成 22年 11月 13日～14日） 
・Ａユーゲント女子  ７位  駒場みなみ （富山パレス） 
・Ｂユーゲント女子  ６位  駒場みなみ （富山パレス） 

 ３）2010年ジュニアワールドカップ英国国際大会 ロンドン市 
                       （平成 22年 12月 2日～6日） 
  ・吉田 玲（法政大） 
 ３）2011年ジュニアオーストラリア国際大会 メドリンク市 

（平成 23年 1月 21日～25日） 
  ・池田五月（富山西高） 
  ・宮田陽佳（朝日大） 

 
（２）国内大会 
１）第 65回国民体育大会 千葉県 松戸市 （10月 2日～5日 ） 
  ・男女総合３位  女子総合６位 



・少年男子 ４位 （監督 西村弘樹 選手 横山 覚 島田恭亘 清水大道） 
・少年女子 ４位 （監督 松井 翼 選手 高見志穂 池田五月 向井愛美） 
・成年男子フリーレ８位（監督 片岸祐一郎 選手 山田祐介 本保和峰 ） 
・成年男子サーブル４位（監督 片岸祐一郎 選手 山田祐介 本保和峰 ） 
・成年女子エペ  ２位（監督 佐藤千晶  選手 牛島彩夢 原 礼子）  

 ２）北信越国民体育大会 富山市 富山西高校 平成 22年 8月 21日～22日 
   ・少年男子 ２位 

（監督 西村弘樹 選手 横山 覚 島田恭亘 清水大道 片山隆亮） 
   ・少年女子 １位 

（監督 松井 翼 選手 高見志穂 池田五月 向井愛美 米島優夏） 
   ・成年女子 総合１位 （フルーレ 1位 エペ 2位） 

（監督 佐藤千晶  選手 牛島彩夢 原 礼子） 
３）第 63回全日本フェンシング選手権大会 山口県 岩国市（12月 17日～20日） 

   ・男子フルーレ個人 ７位 山田 祐介（中央大学） 
   ・女子フルーレ団体 優勝 日本女子体育大学 （原 礼子） 
 
４）小学生の部 
①第 23回全国少年フェンシング大会  東京都 台東 （7月 24日～25日） 
・クラスＢ小学４～6年女子 ６位 駒場みなみ (富山パレス) 
・ノービス小学３～４年女子 ５位 永井杳奈 
・ノービス小学３～４年女子 ８位 駒場ななか 

  ②第 23年回全国少年フェンシング大会（フルーレ団体戦）京都府 大山崎町 
22年 10月 30日～31日 

    ・小学４・５・６年女子 ４位 富山パレス 
 ③第 11回東日本少年個人フェンシング大会   東京都 （5月 4日～5日） 

    ・小学女子 エペ    ６位 鉢呂綾乃 ７位 駒場みなみ 
    ・小学女子 サーブル  ２位 原 朋子 
 
５）中学生の部 
①第 11回東日本少年個人フェンシング大会   東京都 （5月 4日～5日） 
・中学女子 サーブル ７位 原 侑子（富山パレス） 
 

６）高校生の部 
①平成 22年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技  

沖縄県 金武町（7月 28日～8月 1日） 
    ・男子個人対抗 フルーレ ４位 横山 覚（富山西高） 



    ・女子学校対抗 ３位 富山西高等学校  
         監督 西村弘樹 選手 高見志穂 池田五月 向井愛美 米島優夏 
  ②2010年東京都カデ選手権大会 東京 世田谷 10月 9日～11日、23日 
    ・カデ女子エペ 優勝 池田五月（富山西高）8位 米島優夏（富山西高） 
  ③第 14回全国カデ・フェンシング選手権大会 
    ・女子の部 ８位 高田舞佳（富山西高） 
  ④第 23回 西日本フェンシング選手権大会 和歌山 平成 23年 2月 12日～13日 
    ・ジュニア女子 ２位 高見志穂 （富山西高） 
    ・カデ女子   ４位 米島優佳 （富山西高） 
    ・少年男子団体 ４位 富山西高校 
    ・少年女子団体 ２位 富山西高校 
 
７）大学生の部 
①第 60回全日本個人選手権大会 京都 大山崎町 （10月 20日～24日） 
・男子フルーレ個人 ７位 山田祐介（中央大） 

  ②第 23回 西日本フェンシング選手権大会 和歌山 平成 23年 2月 12日～13日 
    ・ジュニア男子個人 ４位 吉田 玲 （法政大） 
③第 62回関東学生フェンシング選手権  
  ・男子フルーレ ５位 山田祐介（中央大） 
④2010年関東学生フェンシング新人戦 東京 平成 22年 9月 29日 
  ・男子フルーレ ８位 吉田 玲（法政大） 
  ・女子エペ   ２位 西井李穂（東京農大） 
⑤2011年世界ジュニア選手権大会第一次選考会 東京 
  ・女子エペ   ６位 宮田陽佳 

 
（３）県内大会 
①第 63回県民体育大会（富山西高 ７月 17日・18日） 
一部 
・少年男子     1位 片山隆亮 ２位 島田恭亘 ３位 横山覚 4位 清水大道 
・少年女子     ２位 米島優夏 ３位 高見志穂 ４位 池田五月 
・成年男子フルー  ２位 竹島賢（日体大）3位 山田祐介（中央大） 
・成年男子サーブル １位 本保和峰（同志社大）2位 片岸祐一郎３位 真野純一 
・成年女子フルーレ １位 牛島彩夢 ２位 原 礼子 ４位 佐藤千晶 
・成年女子エペ   １位 佐藤千晶 ２位 原 礼子 ４位 牛島彩夢 
三部  
・小学 4生低学年  1位 原 朋子（富山パレス） ３位 吉田樹生（富山パレス） 



・小学生高学年女子 １位 駒場みなみ（富山パレス）２位 鉢呂彩乃（富山パレス） 
・中学男子の部   １位 上野克己（速星中）   ２位 竹内勇貴（速星中） 
          １位 船場大和（速星中）   ３位 山田壮太（速星中） 
・中学女子の部   １位 中井祥子（速星中）   ２位 原 侑子（富山パレス） 
          ３位 前田友菜（富山パレス） ３位 原 理華（速星中） 

 
②第 8回富山県少年少女フェンシング大会 （富山西高 4月 25日） 

 ・小学生男子  ３位 吉田樹生（富山パレス） 
・小学生女子  １位 駒場みなみ（富山パレス）  ２位 鉢呂彩乃(富山パレス) 
        ３位 永井杏奈 （富山パレス） 
・中学生男子  １位 上野克己（速星中）     ２位 竹内勇貴(速星中)  

３位 山田壮太（富山パレス） 
・中学生女子  １位 中井祥子（速星中）     ２位 原 理華（速星中） 

３位 牛島愛夕奏（富山パレス）  
 
③平成 22年度 富山県フェンシング選手権大会 （富山西高 ４月 25日） 
・男子フルーレ １位 林 秀武 ２位 片岸祐一郎 ３位 田中育一 真野純一  
・男子エペ   １位 真野純一 ２位 片岸祐一郎 ３位 田中育一 林 秀武  
・男子サーブル １位 片岸祐一郎２位 林 秀武  ３位 熊藤光夫 真野純一  
・女子フルーレ １位 向井愛美 ２位 牛島彩夢  ３位 坂田綾子 山﨑郁子 
・女子エペ   １位 池田五月 ２位 向井愛美  ３位 牛島彩夢 新村理冴子 
・女子サーブル １位 山﨑郁乃 ２位 牛島彩夢  ３位 徳井晴純 中村実保 

 
④第６回富山市民体育大会 ７月４日（富山西高） 
・小学生男子の部  １位 吉田樹生  ２位 中山郁己  ３位 服部祐紀 
・小学生女子の部  １位 駒場みなみ ２位 鉢呂綾乃  ３位 原朋子 
・中学男子個人の部 １位 上野克己  ２位 船場大和  ３位 矢郷慶丈 
・中学女子個人の部 １位 原 侑子  ２位 前田優菜  ３位 中井祥子 
・高校男子個人の部 １位 横山 覚  ２位 島田恭亘 
・高校女子個人の部 １位 高見志穂  ２位 池田五月 

 
５次年度の課題 
  （１）各種大会での活躍及び上位入賞 
  （２）フェンサー人口の拡大 
  （３）指導者の育成・発掘 


