
U12MF
第9回太田雄貴杯
2018年2月24日 - 10:00
FE_FIE_0001.1

# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 井下田ルカ悠樹, いげたるかゆうき フェンシングステージ 25
2 臼井康晴, うすいこうせい 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 14
3 永野広輝, ながの こうき 水戸クラブ 21
4 榎本絃人, えのもとげんと 青山クラブ 41
5 榎本藏人, 藏人 青山クラブ 12
6 遠藤 雅虎, えんどう まさとら 長野ジュニアフェンシングクラブ 32
7 横田尚雅, よこたしょうが 沼津FC 29
8 岡本佑介, おかもとゆうすけ 板橋フェンシングクラブ 18
9 加藤 大慈, かとう だいじ 沼津ＦＣ 40
10 加藤琉亜, かとう るあ KIRI.JR.フェンシングチーム 38
11 河原資起, かわはらもとき ワセダクラブ 30
12 河野碩資, かわの おおすけ 三田フェンシングクラブ 37
13 吉田泰智, よしだ たいち 松阪フェンシングクラブ 99
14 吉本孝志, よしもと たかし 香川JFC 99
15 宮﨑 陸翔, みやざき りくと 埼玉エスクリム 35
16 熊本颯太, くまもとそうた 京都フューチャーフェンシングクラブ 9
17 古谷翔吾, ふるやしょうご 台東ジュニアフェンシング 27
18 戸島 悠翔, とじま ゆうと 横浜フェンサーズ 22
19 後藤 正人, ごとう まさと 香川JFC 39
20 高橋橙生, たかはし とうい はしまモアフェンシングクラブ 17
21 佐藤元信, さとう げんしん ワセダクラブ 99
22 山本慧, やまもと けい トゥッティ フェンシングクラブ 99
23 小笠原 心, おがさわら しん フェンシングステージ 19
24 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう 南箕輪わくわくクラブ 6
25 庄司 光太朗, しょうじ こうたろう フェンサーズ ファクトリー 10
26 松本康雅, まつもと こうが 杉並ジュニアフェンシング 42
27 菅原史晴, すがわらふみはる 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 13
28 清原崇史, きよはらたかふみ 本吉フェンシングクラブ 15
29 清水康貴, しみずやすたか 柿の木台スケルマ 3
30 石山 宙希, イシヤマ ヒロキ 台東ジュニアフェンシングクラブ 99
31 石渡健太郎, いしわた けんたろう 横浜フェンサーズ 16
32 千葉忠輝, ちば あつき 青山クラブ 8
33 泉怜邑, いずみ れお 松山ジュニアフェンシングクラブ 7
34 浅海結哉, あさみゆうや 埼玉エスクリム 20
35 竹中 大貴, たけなか だいき 京都きっず 24
36 中島弘貴, なかじま ひろたか KIRI.JR 26
37 長谷川力玖, はせがわ りく 中京大学JR. 4
38 田谷 龍雅, たや りゅうが 宇都宮フェンシングクラブ 23
39 田中 拓進, たなか たくしん 柿の木台スケルマ 33
40 土澤悠貴, つちさわゆうき NPO法人大平スポーツネット 5
41 内田諭志, うちださとし 杉並ジュニア 11
42 萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう みなとフェンシングクラブ 2
43 白男川瞬, しらおがわしゅん 大阪読売千里クラブ 34
44 八巻旭陽, やまき あさひ 米沢市フェンシングFS 99
45 林川琉偉, はやしかわるい 板橋フェンシングクラブ 1
46 鈴木哲矢, すずきてつや ワセダクラブ 36
47 齋藤瑛, さいとう あきら 中央大学クレセント 28



8 poules
1 poule of 5 and 7 poules of 6
32 (68.09% of 47) competitors promoted to the next round

Complete DE table of 32 fenced through the finals, no fence-off for third
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Seed Name Club Country Rank Notes
1 林川琉偉, はやしかわるい 板橋フェンシングクラブ 1
2 萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう みなとフェンシングクラブ 2
3 清水康貴, しみずやすたか 柿の木台スケルマ 3
4 長谷川力玖, はせがわ りく 中京大学JR. 4
5 土澤悠貴, つちさわゆうき NPO法人大平スポーツネット 5
6 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう 南箕輪わくわくクラブ 6
7 泉怜邑, いずみれお 松山ジュニアフェンシングクラブ 7
8 千葉忠輝, ちば あつき 青山クラブ 8
9 熊本颯太, くまもとそうた 京都フューチャーフェンシングクラブ 9
10 庄司 光太朗, しょうじ こうたろう フェンサーズ ファクトリー 10
11 内田諭志, うちださとし 杉並ジュニア 11
12 榎本藏人, 藏人 青山クラブ 12
13 菅原史晴, すがわらふみはる 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 13
14 臼井康晴, うすいこうせい 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 14
15 清原崇史, きよはらたかふみ 本吉フェンシングクラブ 15
16 石渡健太郎, いしわた けんたろう 横浜フェンサーズ 16
17 高橋橙生, たかはし とうい はしまモアフェンシングクラブ 17
18 岡本佑介, おかもとゆうすけ 板橋フェンシングクラブ 18
19 小笠原 心, おがさわら しん フェンシングステージ 19
20 浅海結哉, あさみゆうや 埼玉エスクリム 20
21 永野広輝, ながの こうき 水戸クラブ 21
22 戸島 悠翔, とじま ゆうと 横浜フェンサーズ 22
23 田谷 龍雅, たや りゅうが 宇都宮フェンシングクラブ 23
24 竹中 大貴, たけなか だいき 京都きっず 24
25 井下田ルカ悠樹, いげたるかゆうき フェンシングステージ 25
26 中島弘貴, なかじま ひろたか KIRI.JR 26
27 古谷翔吾, ふるやしょうご 台東ジュニアフェンシング 27
28 齋藤瑛, さいとう あきら 中央大学クレセント 28
29 横田尚雅, よこたしょうが 沼津FC 29
30 河原資起, かわはらもとき ワセダクラブ 30
31 遠藤 雅虎, えんどう まさとら 長野ジュニアフェンシングクラブ 32
32 田中 拓進, たなか たくしん 柿の木台スケルマ 33
33 白男川瞬, しらおがわしゅん 大阪読売千里クラブ 34
34 宮﨑 陸翔, みやざき りくと 埼玉エスクリム 35
35 鈴木哲矢, すずきてつや ワセダクラブ 36
36 河野碩資, かわの おおすけ 三田フェンシングクラブ 37
37 加藤琉亜, かとう るあ KIRI.JR.フェンシングチーム 38
38 後藤 正人, ごとう まさと 香川JFC 39
39 加藤 大慈, かとう だいじ 沼津ＦＣ 40
40 榎本絃人, えのもとげんと 青山クラブ 41
41 松本康雅, まつもと こうが 杉並ジュニアフェンシング 42
42 吉本孝志, よしもと たかし 香川JFC 99
43 吉田泰智, よしだ たいち 松阪フェンシングクラブ 99
44 八巻旭陽, やまき あさひ 米沢市フェンシングFS 99
45 石山 宙希, イシヤマ ヒロキ 台東ジュニアフェンシングクラブ 99
46 佐藤元信, さとう げんしん ワセダクラブ 99
47 山本慧, やまもと けい トゥッティ フェンシングクラブ 99
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Referee(s):

高橋橙生, たかはし とうい はしまモアフェンシングクラブ

田中 拓進, たなか たくしん 柿の木台スケルマ

白男川瞬, しらおがわしゅん 大阪読売千里クラブ

石渡健太郎, いしわた けんたろう 横浜フェンサーズ

林川琉偉, はやしかわるい 板橋フェンシングクラブ

吉本孝志, よしもと たかし 香川JFC

Referee(s):

宮﨑 陸翔, みやざき りくと 埼玉エスクリム

佐藤元信, さとう げんしん ワセダクラブ

岡本佑介, おかもとゆうすけ 板橋フェンシングクラブ

清原崇史, きよはらたかふみ 本吉フェンシングクラブ

遠藤 雅虎, えんどう まさとら 長野ジュニアフェンシングクラブ

萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう みなとフェンシングクラブ

Referee(s):

小笠原 心, おがさわら しん フェンシングステージ

河野碩資, かわの おおすけ 三田フェンシングクラブ

臼井康晴, うすいこうせい 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

河原資起, かわはらもとき ワセダクラブ

山本慧, やまもと けい トゥッティ フェンシングクラブ

清水康貴, しみずやすたか 柿の木台スケルマ



Referee(s):

鈴木哲矢, すずきてつや ワセダクラブ

横田尚雅, よこたしょうが 沼津FC

長谷川力玖, はせがわ りく 中京大学JR.

菅原史晴, すがわらふみはる 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

浅海結哉, あさみゆうや 埼玉エスクリム

石山 宙希, イシヤマ ヒロキ 台東ジュニアフェンシングクラブ

Referee(s):

齋藤瑛, さいとう あきら 中央大学クレセント

榎本藏人, 藏人 青山クラブ

加藤琉亜, かとう るあ KIRI.JR.フェンシングチーム

土澤悠貴, つちさわゆうき NPO法人大平スポーツネット

八巻旭陽, やまき あさひ 米沢市フェンシングFS

永野広輝, ながの こうき 水戸クラブ

Referee(s):

吉田泰智, よしだ たいち 松阪フェンシングクラブ

戸島 悠翔, とじま ゆうと 横浜フェンサーズ

後藤 正人, ごとう まさと 香川JFC

小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう 南箕輪わくわくクラブ

古谷翔吾, ふるやしょうご 台東ジュニアフェンシング

内田諭志, うちださとし 杉並ジュニア

Referee(s):

庄司 光太朗, しょうじ こうたろう フェンサーズ ファクトリー

泉怜邑, いずみ れお 松山ジュニアフェンシングクラブ

加藤 大慈, かとう だいじ 沼津ＦＣ

中島弘貴, なかじま ひろたか KIRI.JR

榎本絃人, えのもとげんと 青山クラブ

田谷 龍雅, たや りゅうが 宇都宮フェンシングクラブ



Referee(s):

松本康雅, まつもと こうが 杉並ジュニアフェンシング

熊本颯太, くまもとそうた 京都フューチャーフェンシングクラブ

竹中 大貴, たけなか だいき 京都きっず

千葉忠輝, ちば あつき 青山クラブ

井下田ルカ悠樹, いげたるかゆうき フェンシングステージ
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Seed Name Club Country V V/M HS HR Ind Notes
1 長谷川力玖, はせがわ りく 中京大学JR. 5 1.00 25 5 +20 Advanced
2 庄司 光太朗, しょうじ こうたろう フェンサーズ ファクトリー 5 1.00 25 7 +18 Advanced
3T 高橋橙生, たかはし とうい はしまモアフェンシングクラブ 5 1.00 25 10 +15 Advanced
3T 内田諭志, うちださとし 杉並ジュニア 5 1.00 25 10 +15 Advanced
5 千葉忠輝, ちば あつき 青山クラブ 4 1.00 20 5 +15 Advanced
6 河原資起, かわはらもとき ワセダクラブ 5 1.00 25 11 +14 Advanced
7 清原崇史, きよはらたかふみ 本吉フェンシングクラブ 5 1.00 22 10 +12 Advanced
8 土澤悠貴, つちさわゆうき NPO法人大平スポーツネット 4 0.80 24 10 +14 Advanced
9 泉怜邑, いずみれお 松山ジュニアフェンシングクラブ 4 0.80 23 10 +13 Advanced
10 田中 拓進, たなか たくしん 柿の木台スケルマ 4 0.80 24 12 +12 Advanced
11 菅原史晴, すがわらふみはる 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 4 0.80 21 12 +9 Advanced
12 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう 南箕輪わくわくクラブ 4 0.80 18 11 +7 Advanced
13 竹中 大貴, たけなか だいき 京都きっず 3 0.75 14 12 +2 Advanced
14 清水康貴, しみずやすたか 柿の木台スケルマ 3 0.60 22 11 +11 Advanced
15 永野広輝, ながの こうき 水戸クラブ 3 0.60 21 14 +7 Advanced
16 宮﨑 陸翔, みやざき りくと 埼玉エスクリム 3 0.60 21 15 +6 Advanced
17 萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう みなとフェンシングクラブ 3 0.60 20 15 +5 Advanced
18 河野碩資, かわの おおすけ 三田フェンシングクラブ 3 0.60 19 14 +5 Advanced
19 横田尚雅, よこたしょうが 沼津FC 3 0.60 18 13 +5 Advanced
20 臼井康晴, うすいこうせい 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ 3 0.60 19 15 +4 Advanced
21 加藤琉亜, かとう るあ KIRI.JR.フェンシングチーム 3 0.60 21 18 +3 Advanced
22 岡本佑介, おかもとゆうすけ 板橋フェンシングクラブ 3 0.60 19 16 +3 Advanced
23 加藤 大慈, かとう だいじ 沼津ＦＣ 3 0.60 18 15 +3 Advanced
24 石渡健太郎, いしわた けんたろう 横浜フェンサーズ 3 0.60 16 15 +1 Advanced
25 齋藤瑛, さいとう あきら 中央大学クレセント 3 0.60 17 19 -2 Advanced
26 熊本颯太, くまもとそうた 京都フューチャーフェンシングクラブ 2 0.50 14 13 +1 Advanced
27 後藤 正人, ごとう まさと 香川JFC 2 0.40 19 17 +2 Advanced
28 林川琉偉, はやしかわるい 板橋フェンシングクラブ 2 0.40 19 18 +1 Advanced
29 戸島 悠翔, とじま ゆうと 横浜フェンサーズ 2 0.40 14 15 -1 Advanced
30 榎本藏人, 藏人 青山クラブ 2 0.40 15 17 -2 Advanced
31 鈴木哲矢, すずきてつや ワセダクラブ 2 0.40 14 16 -2 Advanced
32 古谷翔吾, ふるやしょうご 台東ジュニアフェンシング 2 0.40 19 22 -3 Advanced
33 榎本絃人, えのもとげんと 青山クラブ 2 0.40 11 21 -10 Eliminated
34 井下田ルカ悠樹, いげたるかゆうき フェンシングステージ 1 0.25 12 17 -5 Eliminated
35 浅海結哉, あさみゆうや 埼玉エスクリム 1 0.20 12 21 -9 Eliminated
36 小笠原 心, おがさわら しん フェンシングステージ 1 0.20 11 21 -10 Eliminated
37 中島弘貴, なかじま ひろたか KIRI.JR 1 0.20 11 23 -12 Eliminated
38 白男川瞬, しらおがわしゅん 大阪読売千里クラブ 1 0.20 9 21 -12 Eliminated
39 佐藤元信, さとう げんしん ワセダクラブ 1 0.20 9 24 -15 Eliminated
40 遠藤 雅虎, えんどう まさとら 長野ジュニアフェンシングクラブ 0 0.00 11 22 -11 Eliminated
41 田谷 龍雅, たや りゅうが 宇都宮フェンシングクラブ 0 0.00 13 25 -12 Eliminated
42 松本康雅, まつもと こうが 杉並ジュニアフェンシング 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
43 吉本孝志, よしもと たかし 香川JFC 0 0.00 8 25 -17 Eliminated
44 吉田泰智, よしだ たいち 松阪フェンシングクラブ 0 0.00 5 25 -20 Eliminated
45 八巻旭陽, やまき あさひ 米沢市フェンシングFS 0 0.00 4 24 -20 Eliminated
46 石山 宙希, イシヤマ ヒロキ 台東ジュニアフェンシングクラブ 0 0.00 2 25 -23 Eliminated
47 山本慧, やまもと けい トゥッティ フェンシングクラブ 0 0.00 1 25 -24 Eliminated
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3
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(12) 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう
6

(13) 竹中 大貴, たけなか だいき
7

8

9

10

11

12

13

(10) 田中 拓進, たなか たくしん
14

15

16

Table of 32

中京大学JR.

台東ジュニアフェンシング

(17) 萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう
みなとフェンシングクラブ

埼玉エスクリム

松山ジュニアフェンシングクラブ

(24) 石渡健太郎, いしわた けんたろう

横浜フェンサーズ

中央大学クレセント

NPO法人大平スポーツネット

青山クラブ

板橋フェンシングクラブ

KIRI.JR.フェンシングチーム

(12) 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう

南箕輪わくわくクラブ

(13) 竹中 大貴, たけなか だいき
京都きっず

気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

横浜フェンサーズ

はしまモアフェンシングクラブ

杉並ジュニア

青山クラブ

沼津FC

柿の木台スケルマ

(11) 菅原史晴, すがわらふみはる
気仙沼ジュニアフェンシングクラブ

板橋フェンシングクラブ

香川JFC

ワセダクラブ

本吉フェンシングクラブ

京都フューチャーフェンシングクラブ

沼津ＦＣ

(10) 田中 拓進, たなか たくしん
柿の木台スケルマ

水戸クラブ

三田フェンシングクラブ

ワセダクラブ

(2) 庄司 光太朗, しょうじ こうたろう
フェンサーズ ファクトリー
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Place Name Country Birthdate
1 林川琉偉, はやしかわるい
2 河野碩資, かわの おおすけ
3T 内田諭志, うちださとし
3T 萩原 嵩造, はぎわら しゅうぞう
5 高橋橙生, たかはし とうい
6 河原資起, かわはらもとき
7 清原崇史, きよはらたかふみ
8 石渡健太郎, いしわた けんたろう
9 長谷川力玖, はせがわ りく
10 土澤悠貴, つちさわゆうき
11 田中 拓進, たなか たくしん
12 小池 悠太郎, こいけ ゆうたろう
13 竹中 大貴, たけなか だいき
14 清水康貴, しみずやすたか
15 岡本佑介, おかもとゆうすけ
16 鈴木哲矢, すずきてつや
17 庄司 光太朗, しょうじ こうたろう
18 千葉忠輝, ちば あつき
19 泉怜邑, いずみれお
20 菅原史晴, すがわらふみはる
21 永野広輝, ながの こうき
22 宮﨑 陸翔, みやざき りくと
23 横田尚雅, よこたしょうが
24 臼井康晴, うすいこうせい
25 加藤琉亜, かとう るあ
26 加藤 大慈, かとう だいじ
27 齋藤瑛, さいとう あきら
28 熊本颯太, くまもとそうた
29 後藤 正人, ごとう まさと
30 戸島 悠翔, とじま ゆうと
31 榎本藏人, 藏人
32 古谷翔吾, ふるやしょうご
33 榎本絃人, えのもとげんと
34 井下田ルカ悠樹, いげたるかゆうき
35 浅海結哉, あさみゆうや
36 小笠原 心, おがさわら しん
37 中島弘貴, なかじま ひろたか
38 白男川瞬, しらおがわしゅん
39 佐藤元信, さとう げんしん
40 遠藤 雅虎, えんどう まさとら
41 田谷 龍雅, たや りゅうが
42 松本康雅, まつもと こうが
43 吉本孝志, よしもと たかし
44 吉田泰智, よしだ たいち
45 八巻旭陽, やまき あさひ
46 石山 宙希, イシヤマ ヒロキ
47 山本慧, やまもと けい
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