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≪県内大会≫

【平成30年度　富山県フェンシング選手権大会】平成30年4月22日（日）富山西高校

一般男子の部

フルーレ 優勝 横山　覚 （富山県警） エペ 優勝 永原　正大 （水橋高校）

２位 佐野 航琉 （富山西高校） ２位 加藤　巨樹 （水橋高校）

３位 田辺 空我 （富山西高校） ３位 清水　稜介 （水橋高校）

サーブル 優勝 眞野　純一 （㈱梅かま） 総合 優勝 横山　　覚 （富山県警）

２位 才木　良太 （富山パレス） ２位 加藤　巨樹 （水橋高校）

３位 金道　竜太 （富山西高校） ３位 金道　竜太 （富山西高校）

一般女子の部

総合 優勝 原　　朋子 （水橋高校）

２位 松﨑 有由莉 （水橋高校）

３位 中島　美紅 （富山西高校）

【第16回　富山県少年少女フェンシング大会】平成30年4月22日（日）富山西高校

小学生4年以下男子の部　フルーレ 小学生５．６年　男子の部　フルーレ

優勝 才木　秀太 （富山パレス） ２位 東　　朝陽 （婦中JFC)

２位 高野　兼斗 （富山パレス）

３位 前田　迅理 （SEIBUスポーツ）

小学生4年以下女子の部　フルーレ 小学生５．６年　女子の部　フルーレ

優勝 佐藤　　楓 （富山パレス） ２位 前田 凛々子 （富山パレス）

２位 長畑　和暖 （婦中JFC)

３位 高野　茉衣 （富山パレス）

中学男子フルーレ 中学女子フルーレ

優勝 前田　絆成 （SEIBUスポーツ） 優勝 小杉　理桜 （富山パレス）

３位 横山　慶汰 （婦中JFC) ３位 高野　　萌 （速星中学校）

３位 村崎　心春 （速星中学校）

【第71回　富山県民体育大会】平成30年7月14日(土)から15日(日）富山西高校

３部

小学４年以下男子の部 フルーレ 小学5･6年男子の部 フルーレ

優勝 才木　秀太 （富山パレス）

２位 高野　兼斗 （富山パレス） ２位 東　朝陽 （婦中JFC）

３位 前田　迅理 （SEIBUｽﾎﾟｰﾂ） ３位 石川　陸斗 （婦中JFC）

３位 酒井　千一 （富山パレス）

小学４年以下女子の部 フルーレ 小学5･6年女子の部

優勝 佐藤　楓 （富山パレス） 優勝 林　帆乃夏 （高岡古城FC）

２位 木村　友希乃 （婦中JFC） ２位 前田　凛々子 （富山パレス）

３位 横山　瑠那 （婦中JFC）

中学男子の部 フルーレ 中学女子の部 フルーレ

優勝 藤野　正真 （富山パレス）

２位 土田　龍也 （富山パレス） ２位 高野　　萌 （速星中学校）

３位 高畠　龍斗 （富山パレス） ３位 澤井　柚里 （速星中学校）

３位 守末　晃侑 （富山パレス） ３位 東城　栄香 （速星中学校）

１部

少年男子の部 フルーレ 少年女子の部 フルーレ

優勝 田辺　空我 （富山西高校） 優勝 原　　朋子 （水橋高校）

２位 永原　正大 （水橋高校） ２位 小杉　理桜 （富山パレス）

３位 金道　竜太 （富山西高校） ３位 松﨑有由莉 （水橋高校）

３位 寺井　優貴 （富山西高校） ３位 平井　美羽 （水橋高校）

成年男子の部 フルーレ 成年女子の部 フルーレ

優勝 横山　　覚 （婦中クラブ） 優勝 駒場みなみ （早稲田大学）

２位 新村　拓郎 （藤巻鋼材㈱）

３位 高木　陽介 （婦中クラブ） ３位 前田　友菜 （法政大学）

成年女子の部 エペ

優勝 前田　友菜 （法政大学）

２位 駒場みなみ （早稲田大学）

≪県外大会≫

【第39回北信越国民体育大会】　新潟県聖籠町町民体育館　平成30年8月25日から26日

成年女子 フルーレ 1位 エペ ２位

監督・選手　上野恵梨子（高岡市体協）　前田友菜(法政大学)　駒場みなみ(早稲田大学)　

少年男子 ２位

監督　西村弘樹　選手　田辺空我、金道竜太、佐野航琉（富山西高校）永原正大(水橋高校)　

少年女子 ２位

監督　藤野真寛　選手　中島美紅（富山西高校）松崎有由利、平井美羽(水橋高校)小杉理桜(山室中学)　

【第73国民体育大会】　福井県越前市ＡＷ－Ｉスポーツアリーナ　平成30年9月30日から10月3日

成年女子 フルーレ ５位 エペ ７位

監督・選手　上野恵梨子（高岡市体協）　前田友菜(法政大学)　駒場みなみ(早稲田大学)　

皇后杯 ８位

平成30年度・2018年度　大会記録　　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪小学生の部≫

【第4回　全国小学生フェンシング選手権大会】　松山市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　平成30年8月25日（日）　

小学3.4年男子 ２位 高野　兼斗 （富山パレス）

【第3回大山崎町天王山カップ少年少女フェンシング大会　】大山崎町体育館　平成30年12月23日

小学1.2年女子 ３位 高野　茉衣 （富山パレス）

≪中学生の部≫

【第4回　全国中学生フェンシング選手権大会】　駒沢オリンピック公園 屋内球技場　平成30年7月21日から22日

中学男子サーブル ３位 才木　良太 （富山パレス）

中学男子団体 ２位 才木良太、奈須野,拓人、藤野,正真 （富山パレス）

【第19回東日本少年個人フェンシング大会】駒沢オリンピック公園体育館　平成30年5月3日～4日

中学男子サーブル 優勝 才木　良太 （富山パレス）

【第10回　川本杯　はしまモアフェンシング大会】岐南町総合体育館　平成31年3月24日

中学男子フルーレ ３位 （富山パレス）

≪高校生の部≫

【平成30年度　全国高等学校体育大会フェンシング競技】愛知県知多市　知多市民体育館　8月1日から8月5日
男子個人対抗 フルーレ 7位 田辺　空我 富山西高校
女子個人対抗 フルーレ 7位 原　　朋子 水橋西高校

【東京都選手権ｶﾃﾞ女子ｴﾍﾟ】 2018/5/20 東京都 ５位 永井　杏奈 至学館高校

【全国ｴﾍﾟ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ（ｼﾞｭﾆｱ）】 2018/9/15 優勝 永井　杏奈 至学館高校

【全国カデ選手権】2018/10/5-6 優勝 永井　杏奈 至学館高校

【全国ジュニア選手権】2018/10/6-7 4位 永井　杏奈 至学館高校

【第26回JOCジュニア･オリンピック･カップ･フェンシング大会】2019/1/13　駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館

カデ女子エペ ２位 永井　杏奈 至学館高校

≪大学生の部≫

【全日本フェンシング選手権大会】　駒沢オリンピック公園体育館

女子エペ団体戦 優勝 駒場みなみ 早稲田大学

【関東学生リーグ戦】　　　　平成30年

女子エペ団体　優勝　王座決定戦　準優勝 駒場みなみ 早稲田大学

【関東学生選手権大会】 平成29年10月8日から9日

女子エペ個人 準優勝 女子エペ団体 準優勝 駒場みなみ 早稲田大学

【全日本学生選手権大会】

女子エペ個人 9位 女子エペ団体 優勝 駒場みなみ 早稲田大学

≪国際大会≫

【エペ　シニア　ワールドカップ】（スペイン国バルセロナ） 2019/２/19-20

206位 駒場みなみ （早稲田大）

【2018年　フェンシング　ワールドカップ　UAE大会】ドバイ市　平成30年５月15日から20日

156位 駒場みなみ （早稲田大学）

【2018 世界ジュニアフェンシング選手権】 （イタリア国ベローナ)

女子エペ 40位 駒場みなみ 早稲田大学　　2018年4月26日（月）から30日（日）

藤野　正真



フェンシング協会 

１ 平成 31 年度役員氏名 

（１）会 長  柞山 数男    

  （２）副会長  大橋 泰久 町野 諭三 斉藤 達雄 亀沢 敏明 

  （３）理事長  宮田 稔郎  （４）事務局長  矢郷 博昭 

  （５）連絡責任者 矢郷 博昭 

 

２ 平成 31 年度活動目標 

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 平成31年度主な活動計画 

（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 

 

 
父母のフェンシング体験教室 

 

    ジュニア交流大会 



 

 

曜　日 富山県協会・富山県高体連関係行事 県外の主な大会など 場　　　所
参加

人数
対　　象

7 日 高岡少年少女ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 高岡竹平記念体育館 60 小学生･中学生

20 土 富山県高等学校春季大会 富山西高校 50  高校生

21 日 富山県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 富山西高校 50 一般高校

21 日 第1６回富山県少年少女ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 富山西高校 50 小学生･中学生

21 日 富山県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ協会定期総会 富山西高校 会員

５月 3～5 木・土 東日本少年個人ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 東京駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 小学生･中学生

１～２ 土・日 富山県高校総合体育大会 富山西高校 50  高校生

８～９ 土・日 スポーツ道場　（合宿） 中日本フェンシング大会 県総合体育館・愛知県知多市

15～1６ 金～日 北信越高等学校ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 新潟県 富山県代表

２９～３０ 土～日 全日本選手権大会　北信越予選会 富山西高校 富山県代表

7 日 富山市民体育大会・高岡市民体育大会 水橋高校・高岡万葉体育館 40 成年・少年

1３～1４ 土・日 第７２ 回富山県民体育大会1部・３部 富山西高校 70
成年・少年・一般

中学生・小学生

２０～２２ 土～月 全国中学生フェンシング大会 東京駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 15 中学生

26 金

30 火

２４～２５ 土・日 北信越国民体育大会 石川県 10
富山県代表　　成年女子

少年男子　少年女子

31 土 全国小学生フェンシング大会 静岡県沼津市 10 小学生

1 日 全国小学生フェンシング大会 静岡県沼津市 小学生

15～1６ 日・月祝 牧杯ジュニアジュニア選手権大会 京都府大山崎町体育館

１９～２１ 土 全日本ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会（個人戦） 東京駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 50 北信越代表

21 土 富山県高等学校秋季大会 富山西高校 60  高校生

22 日 会長杯争奪フル－レ選手権大会（団体戦） 富山西高校
成年・少年・一般

中学生・小学生

4～７ 金・月 第7４回国民体育大会 茨城県水戸市 富山県代表

１２～１３ 土・日 全国カデ・エペ選手権大会 長野県・箕輪市社会体育館 10 カデ

１２～１３ 土・日 全国ジュニアエペ選手権大会 長野県・箕輪市社会体育館 10 ジュニア

16 土 富山県高等学校新人大会 富山西高校 50  高校生

２０～２２ 金～日 全日本ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会（団体戦） 鹿児島県垂水中央公園 北信越代表

２１～２２ 土・日 大山崎カップ少年大会 京都府大山崎町体育館 50

９～1２ JOCジュニア･オリンピック･カップ 東京駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 10 富山県代表

18～20 土・日 平成3１年度北信越高等学校ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ新人大会 富山県代表

３月 22～24 土～月 全国高校選抜ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 北信越代表

備考 スポーツ道場　通年

1月

期　　日

11月

１２月

9月

８月

7月

富山県代表

10月

平成３１年度年間事業計画

６月

４月

全国高等学校総合体育大会 鹿児島県霧島市


