平成29年度宮城県フェンシング選抜選手権大会
●

日時：平成29年12月23日～25日

●

会場：セキスイハイムスーパーアリーナ

男子フルーレ
順位 選手氏名
１位 村上 拳
２位 内海 貴仁
３位 藤澤 将匡
４位 川崎 陸
男子エペ
順位 選手氏名
１位 藤澤 将匡
２位 菅野 大生
３位 川村 峻真
４位 下山 凌空
男子サーブル
順位 選手氏名
１位 笹森 俊大
２位 管 稜弥
３位 宮澤 匠
４位 斎藤 雄太

サブアリーナ

よみがな
学校名
むらかみ けん
宮城県気仙沼高等学校
うつみ たかひと 宮城県気仙沼高等学校
ふじさわ しょうま 仙台城南高等学校
かわさき りく
尚絅学院高等学校

女子フルーレ
順位 選手氏名
よみがな
１位 狩野 央梨沙かの ありさ
２位 鈴木 古都 すずき こと
３位 川村 佳乃 かわむら かの
４位 吉田 ひなた よしだ ひなた

学校名
常盤木学園高等学校
宮城県気仙沼高等学校
鼎フェンシングクラブ
鼎フェンシングクラブ

よみがな
学校名
ふじさわ しょうま 仙台城南高等学校
かんの たいせい
仙台城南高等学校
かわむら りょうま
宮城県仙台南高等学校
しもやま りく
宮城県仙台第三高等学校

女子エペ
順位 選手氏名
よみがな
１位 小山 未来 おやま みく
２位 本間 理紗子ほんだ りさこ
３位 高柳 りり花 たかやなぎ りりか
４位 幸田 真依 こうだ まい

学校名
宮城県仙台第二高等学校
宮城県仙台第二高等学校
宮城県仙台第二高等学校
仙台市立仙台高等学校

よみがな
ささもり としひろ
かん りょうや
みやざわ たくみ
さいとう ゆうた

女子サーブル
順位 選手氏名
１位 石橋 幸貴
２位 佐藤 ことの
３位 中島 彩乃
４位 山田 茉尋

学校名
仙台市立仙台高等学校
仙台市立仙台高等学校
宮城県仙台第二高等学校
仙台市立仙台高等学校

学校名
宮城県仙台第三高等学校
宮城県仙台第二高等学校
仙台市立仙台高等学校
宮城県仙台第三高等学校

よみがな
いしばし さき
さとう ことの
なかじま あやの
やまだ まひろ

男子フルーレ学校対抗
１位 宮城県気仙沼高等学校
２位 宮城県仙台第三高等学校
３位 仙台市立仙台高等学校
３位 宮城県仙台第一高等学校

女子フルーレ学校対抗
１位 宮城県気仙沼高等学校
２位 仙台市立仙台高等学校
３位 宮城県仙台第二高等学校
３位 宮城県仙台第一高等学校

男子エペ学校対抗
１位 宮城県仙台第二高等学校
２位 宮城県仙台南高等学校
３位 宮城県気仙沼高等学校
３位 宮城県仙台第三高等学校

女子エペ学校対抗
１位 宮城県仙台第二高等学校
２位 宮城県仙台第一高等学校
３位 宮城県仙台南高等学校
３位 仙台市立仙台高等学校

男子サーブル学校対抗
１位 宮城県仙台第二高等学校
２位 宮城県仙台第三高等学校
３位 宮城県仙台第一高等学校
３位 仙台市立仙台高等学校

女子サーブル学校対抗
１位 仙台市立仙台高等学校
２位 宮城県仙台第一高等学校
３位 宮城県仙台第二高等学校
３位 宮城県仙台第三高等学校

ジュニアの部
男子ジュニアフルーレ
順位 選手氏名
よみがな
１位 米倉 尚輝 よねくら なおき
２位 清原 崇史 きよはら たかふみ
３位 初貝 柊哉 はつがい しゅうや
４位 中田奈津樹 なかだ なつき
ジュニアエペ
順位 選手氏名
よみがな
１位 藤澤 隼匡 ふじさわ はやま
２位 初貝 柊哉 はつがい しゅうや

学校名
本吉フェンシングクラブ
本吉フェンシングクラブ
本吉フェンシングクラブ
仙台FC

女子ジュニアフルーレ
順位 選手氏名
よみがな
１位 清原 理心 きよはら りこ
２位 小野寺 紀香おのでら のりか
３位 須田 真衣 すだ まい
４位 臼井 莉紗 うすい りさ

学校名
本吉フェンシングクラブ
本吉フェンシングクラブ

ジュニアサーブル
順位 選手氏名
よみがな
学校名
１位 菅原 史晴 すがわら ふみはる気仙沼JFC
２位 小野寺 紀香おのでら のりか 気仙沼JFC

学校名
本吉フェンシングクラブ
気仙沼JFC
仙台FC
気仙沼JFC

