
試合結果報告（2021 年度 9 月～2 月） 

 

【第 29 回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会兼 2022 年世界ジ

ュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会】 

2022 年 1 月 6 日～7 日に行われました、第 29 回 JOC ジュニア・オリンピック・カップ・

フェンシング大会兼 2022 年世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会の試合結

果報告をいたします。 

 

【ジュニア男子エペ】 

和田大河（理・1）60 位 

 

【ジュニア女子エペ】 

伊藤杏樹 （総・2）8 位 

鈴木美也子（薬・1）46 位 

 

【ジュニア男子サーブル】 

山田海大（総・2）18 位 

山田翔也（経・2）17 位 

加賀敬浩（理・1）29 位 

山﨑翔太（経・1）50 位タイ 

 

【ジュニア女子サーブル】 

加賀山紗玖良（環・1）48 位 

 

【ジュニア男子フルーレ】 

土肥駿介（政・2）38 位タイ 

桐谷駿輔（法・1）79 位  

布施慶馬（経・1）106 位  

 

【ジュニア女子フルーレ】 

貝島有香（医・1）52 位  

 



【Proud NUMAZU CUP フェンシング選手権 2021 サーブルランキングマッチ＆沼

津北ロータリークラブカップ】 

2021 年 12 月 25 日～26 日に行われました、Proud NUMAZU CUP フェンシング選手権 

2021 サーブルランキングマッチ＆沼津北ロータリークラブカップの試合結果報告をいた

します。 

 

【シニア男子サーブル】 

秋谷隆世（経・2）42 位 

木下秀信（商・2）34 位 

加賀敬浩（理・1）58 位 

山崎翔太（経・1）67 位 

 

【シニア女子サーブル】 

江頭麗万（法・3）34 位 

福田響生（環・3）18 位 

加賀山紗玖良（環・1）40 位 

 

【ジュニア男子サーブル】 

山田海大（総・2）11 位タイ  

加賀敬浩（理・1）30 位  

山崎翔太（経・1）53 位  

 

【ジュニア女子サーブル】 

加賀山紗玖良（環・1）63 位タイ 

 

【錦帯橋 CUP ジュニア・カデ・エペ・ランキングマッチ】 

2021 年 12 月 25 日～26 日に行われました、2021 錦帯橋 CUP ジュニア・カデ・エペ・ラ

ンキングマッチの試合結果報告をいたします。 

 

【男子エペ】 

和田大河（理１）28 位 

 

【女子エペ】 



伊藤杏樹（総２）6 位 

鈴木美也子（薬１）59 位タイ 

 

【第 74 回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）】 

2021 年 12 月 17 日～19 日に行われました、第 74 回全日本フェンシング選手権大会（団体

戦）の試合結果報告をいたします。 

 

男子フルーレベスト 31 

出場メンバー：西村隆佑(法・3）、長谷山泰紀(経・３)、新井謙信(法・2)、藤原唯月(商・2) 

 

男子サーブルベスト 16 

出場メンバー：水野智之(理・４)、木下秀信(商・2)、山田海大(総・2)、山田翔也(経・2) 

 

男子エペベスト 16 

出場メンバー：井上竜平(法・3)、大﨑練介(経・3)、中島恒(商・3)、早田拓海(商・3) 

 

女子エペベスト 8 

出場メンバー：久末汐里(政・4)、市川万里子(理・4)、原田紗希(法・3)、伊藤杏樹(総・2) 

【米沢市民体育祭フェンシング選手権兼上杉大会】 

2021 年 12 月 12 日に行われました、米沢市民体育祭フェンシング選手権兼上杉大会の試合

結果報告をいたします。 

 

【男子エペ】 

和田大河（理１）41 位 

 

【女子エペ】 

伊藤杏樹（総２）6 位 

鈴木美也子（薬１）43 位 

 

【第 54 回 東京都シニア男子エペ個人選手権大会】 

2021 年 12 月 10 日に行われました、第 54 回 東京都シニア男子エペ個人選手権大会の試合

結果報告をいたします。 

 



【男子エペ】 

井上竜平（法３）68 位タイ 

中島恒（商３）3 位タイ 

秋本祐輔（総２）男子エペ 76 位 

早田拓海（商２）男子エペ 99 位 

 

【第 34 回 東京都シニア女子エペ個人選手権大会】 

2021 年 12 月 9 日に行われました、第 34 回 東京都シニア女子エペ個人選手権大会の試合

結果報告をいたします。 

 

【女子エペ】 

市川万里子（環４）：38 位 

久末汐里（政４）：3 位タイ 

原田紗希（法３）：21 位 

伊藤杏樹（総２）：37 位 

鈴木美也子（薬１）：67 位 

 

【第 74 回早慶対抗フェンシング競技定期戦大会】 

2021 年 12 月 5 日（日）に行われました、第 74 回早慶対抗フェンシング競技定期戦大会の

試合結果報告をいたします。 

 

男子エペ   本塾 V31-30 早稲田 

男子サーブル 本塾 V45-29 早稲田 

男子フルーレ 本塾  43-45 早稲田 

男子総合：優勝 

女子エペ   本塾 V35-32 早稲田 

女子サーブル 本塾 V45-41 早稲田 

女子フルーレ 本塾  11-40 早稲田 

女子総合：優勝 

総合：優勝 

【2021 年牧杯ジュニアフェンシング選手権大会】 

2021 年 12 月 4 日（土）～ 5 日（日）に行われました、2021 年牧杯ジュニアフェンシング

選手権大会の試合結果報告をいたします。 



 

【男子サーブル】 

山田 海大（総２）：6 位 

山田 翔也（経２）：15 位 

加賀 敬浩（理１）：53 位 

山崎 翔太（経１）：71 位 

 

【女子サーブル】 

加賀 山紗玖良（環１）：61 位 

 

【男子フルーレ】  

桐谷 駿輔（法１）：83 位タイ 

【2021 日田市 フェンシング サーブルランキングマッチ】 

2021 年 11 月 27 日（土）～ 2021 年 11 月 28 日（日）に行われました、2021 日田市 フ

ェンシング サーブルランキングマッチの試合結果報告をいたします。 

 

【シニア女子サーブル】 

江頭 麗万（法３）：24 位 

福田 響生（環３）：7 位 

加賀山 紗玖良（環１）52 位 

 

【シニア男子サーブル】 

秋谷 隆世（経２）：50 位 

木下 秀信（商２）：43 位 

山田 海大（総２）：25 位 

山田 翔也（経２）：32 位 

山本 展暉（商２）：63 位 

加賀 敬浩（理１）：49 位 

山﨑 翔太（経１）：65 位 

 

【ジュニア女子サーブル】 

加賀山 紗玖良（環１）47 位 

 

【ジュニア男子サーブル】 

山田 海大（総２）：20 位 



山田 翔也（経２）：24 位 

加賀 敬浩（理１）：30 位 

山﨑 翔太（経１）：39 位 

 

【2021 年度フェンシング ワールドカップ スイス大会】 

2021 年 11 月 19 日（金）～21 日（日）に行われました 2021 年度フェンシング ワールド

カップ スイス大会の試合報告をいたします。 

 

【男子エペ】 

中島 恒（商３） 217 位/265 人 

【2021 年度 全日本学生フェンシング選手権大会】 

2021 年 11 月 17 日～21 日に行われました、2021 年度全日本学生フェンシング選手権大会

の試合報告をいたします。 

 

★☆★女子エペが団体戦にて 3 位入賞★☆★ 

☆★☆男子フルーレが団体戦にてベスト 4☆★☆ 

☆★☆藤倉(総 4)が男子フルーレ個人戦にて準優勝☆★☆ 

 

～団体戦～ 

 

【男子フルーレ】(18 校出場)  

最終結果：4 位 

出場メンバー：藤倉 類(総 4)・長谷山 泰紀(経 3)・西村 隆佑(法 3)・新井 謙信(法 2) 

 

【女子フルーレ】(14 校出場) 

最終結果：13 位 

出場メンバー：江頭 麗万(法 3)・伊藤 杏樹(総 2)・保志場 夢紡(環 2)・貝島 有香(医 1) 

 

【男子サーブル】(18 校出場) 

最終結果：6 位 

出場メンバー：水野 智之(理 4)・川村 隆友(商 4)・山本 健斗(経 4)・山田 海大(総 2) 

 

【女子サーブル】(14 校出場) 

最終結果：13 位 



出場メンバー：江頭 麗万(法 3)・福田 響生(環 3)・貝島 有香(医 1)・加賀山 紗玖良(環 1) 

 

【男子エペ】(18 校出場) 

最終結果：8 位 

出場メンバー：小山 英礼(政 4)・大﨑 練介(経 3)・井上 竜平(法 3)・秋本 祐輔(総 2)・和

田 大河(理 1) 

 

【女子エペ】(14 校出場) 

最終結果：3 位 

出場メンバー：久末 汐里(政 4)・市川 万里子(環 4)・伊藤 杏樹(総 2)・鈴木 美也子(薬 1)  

 

～個人戦～ 

 

【男子フルーレ】(66 名出場) 

藤倉 類(総 4)：2 位 

長谷山 泰紀(経 3)：12 位 

西村 隆佑(法 3)：28 位 

新井 謙信(法 2)：31 位 

佐藤 謙太郎(経 2)：61 位 

 

【男子サーブル】(66 名出場) 

水野 智之(理 4)：31 位 

川村 隆友(商 4)：25 位 

橋本 直樹(政 4)：43 位 

山本 健斗(経 4)：21 位 

木下 秀信(商 2)：20 位 

山田 海大(総 2)：55 位タイ 

加賀 敬浩(理 1)：38 位 

 

【男子エペ】(65 名出場) 

井上 竜平(法 3)：29 位 

大﨑 練介(経 3)：10 位 

秋本 祐輔(総 2)：62 位 

 

【女子エペ】(66 名出場) 

久末 汐里(政 4)：14 位 



伊藤 杏樹(総 2)：48 位 

鈴木 美也子(薬 1)：64 位 

 

【第 20 回 北岡杯フェンシング選手権大会】 

2021 年 11 月 14 日に行われました、第 20 回北岡杯フェンシング選手権大会の試合報告を

いたします。 

 

☆★☆藤原(商 2)が男子フルーレにて優勝☆★☆ 

★☆★秋谷(経 2)が男子サーブルにて優勝★☆★ 

☆★☆貝島(医 1)が女子フルーレにて優勝☆★☆ 

 

【男子フルーレ】(29 名出場) 

佐藤 謙太郎(経 2)：5 位 

土肥 駿介(政 2)：2 位 

藤原 唯月(商 2)：1 位 

桐谷 駿輔(法 1)：3 位タイ 

布施 慶馬(経 1)：3 位タイ 

 

【女子フルーレ】(6 名出場) 

貝島 有香(医 1)：1 位 

 

【男子サーブル】(15 名出場) 

秋谷 隆世(経 2)：1 位 

山本 展暉(商 2)：3 位タイ 

山崎 翔太(経 1)：6 位 

 

【女子サーブル】(7 名出場) 

加賀山 紗玖良(環 1)：5 位 

 

【男子エペ】(27 名出場) 

早田 拓海(商 2)：9 位 

 

【第 74 回 全日本フェンシング選手権大会（個人戦）決勝】 

2021 年 11 月 6 日に行われました、第 74 回全日本フェンシング選手権大会（個人戦）決勝



の試合報告をいたします。(尚、こちらの決勝戦は 2021 年 9 月 16 日～18 日に行われた予

選に引き続き行われたものです。) 

 

【女子エペ】(43 名出場) 

原田 紗希(法 3)：2 位 

 

【第 22 回 東京都ジュニア女子サーブル個人選手権大会】 

 

2021 年 10 月 24 日に行われました、第 22 回東京都ジュニア女子サーブル個人選手権大会

の試合報告をいたします。 

  

【ジュニア女子サーブル】(31 名出場) 

加賀山 紗玖良(環 1)：30 位 

 

【第 53 回 東京都シニア男子サーブル個人選手権大会】 

 

2021 年 10 月 24 日に行われました、第 53 回東京都シニア男子サーブル個人選手権大会の

試合報告をいたします。 

 

【シニア男子サーブル】(90 名出場) 

水野 智之(理 4)：42 位 

川村 隆友(商 4)：45 位 

橋本 直樹(政 4)：39 位 

山本 健斗(経 4)：54 位 

秋谷 隆世(経 2)：55 位 

木下 秀信(商 2)：63 位 

山田 海大(総 2)：25 位 

山田 翔也(経 2)：67 位 

山本 展暉(商 2)：90 位 

加賀 敬浩(理 1)：83 位 

山崎 翔太(経 1)：84 位 

 

【第 73 回 関東学生フェンシング選手権大会】 

 

2021 年 10 月 14 日～15 日、20 日～22 日に行われました、第 73 回関東学生フェンシング

選手権大会の試合報告をいたします。 



 

～団体戦～ 

 

【男子フルーレ】(16 校出場) 

最終結果：4 位→インカレ出場 

出場メンバー：藤倉 類(総 4)・長谷山 泰紀(経 3)・Julian Gottsghalk(経 2)・土肥 駿介(政

2) 

 

【女子フルーレ】(15 校出場) 

最終結果：9 位→インカレ出場 

出場メンバー：江頭 麗万(法 3)・保志場 夢紡(環 2)・貝島 有香(医 1) 

 

【男子サーブル】(14 校出場) 

最終結果：4 位→インカレ出場 

出場メンバー：水野 智之(理 4)・川村 隆友(商 4)・橋本 直樹(政 4)・山本 健斗(経 4)・山

田 海大(総 2) 

 

【女子サーブル】(11 校出場) 

最終結果：9 位→インカレ出場 

出場メンバー：江頭 麗万(法 3)・福田 響生(環 3)・加賀山 紗玖良(環 1) 

 

【男子エペ】(16 校出場) 

最終結果：5 位→インカレ出場 

出場メンバー：小山 英礼(政 4)・井上 竜平(法 3)・中島 恒(商 3) 

 

【女子エペ】(16 校出場) 

最終結果：5 位→インカレ出場 

出場メンバー：久末 汐里(政 4)・原田 紗希(法 3)・伊藤 杏樹(総 2) 

 

～個人戦～ 

【男子フルーレ】(105 人出場) 

藤倉 類(総 4)：4 位→インカレ出場 

永澤 宏紀(商 4)：57 位 

竹村 連(総 4)：67 位 

長谷山 泰紀(経 3)：41 位タイ→インカレ出場 

西村 隆佑(法 3)：35 位タイ→インカレ出場 



新井 謙信(法 2)：27 位→インカレ出場 

佐藤 謙太郎(経 2)：61 位 

Julian Gottsghalk(経 2)：5 位→インカレ出場 

土肥 駿介(政 2)：58 位 

藤原 唯月(商 2)：46 位タイ 

桐谷 駿輔(法 1)：65 位 

布施 慶馬(経 1)：70 位 

水野 怜央名(経 1)：25 位→インカレ出場 

 

【女子フルーレ】(65 人出場) 

保志場夢紡(環 2)：61 位タイ 

貝島有香(医 1)：50 位 

 

【男子サーブル】(66 人出場) 

水野 智之(理 4)：40 位→インカレ出場 

川村 隆友(商 4)：7 位→インカレ出場 

橋本 直樹(政 4)：14 位→インカレ出場 

山本 健斗(経 4)：12 位→インカレ出場 

秋谷 隆世(経 2)：46 位 

木下 秀信(商 2)：41 位→インカレ出場 

山田 海大(総 2)：20 位→インカレ出場 

山田 翔也(経 2)：47 位 

山本 展暉(商 2)：44 位 

加賀 敬浩(理 1)：35 位タイ→インカレ出場 

山崎 翔太(経 1)：61 位タイ 

 

【女子サーブル】(46 人出場) 

江頭 麗万(法 3)：41 位 

福田 響生(環 3)：39 位 

加賀山 紗玖良(環 1)：33 位 

 

【男子エペ】(86 人出場) 

小山 英礼(政 4)：48 位 

井上 竜平(法 3)：37 位→インカレ出場 

大﨑 練介(経 3)：24 位→インカレ出場 

中島 恒(商 3)：5 位→インカレ出場 



秋本 祐輔(総 2)：42 位→インカレ出場 

早田 拓海(商 2)：74 位 

和田 大河(理 1)：46 位 

 

【女子エペ】(57 人出場) 

久末 汐里(政 4)：13 位→インカレ出場 

原田 紗希(法 3)：4 位→インカレ出場 

伊藤 杏樹(総 2)：26 位→インカレ出場 

鈴木 美也子(薬 1)：35 位→インカレ出場 

 

【第 29 回 JOC 関東学生フェンシング連盟選出予備戦】 

2021 年 10 月 20 日～21 日に行われました、第 29 回 JOC 関東学生フェンシング連盟選出

予備戦の試合報告をいたします。 

 

【男子フルーレ】(18 名出場) 

土肥 駿介(政 2)：6 位 

桐谷 駿輔(法 1)：3 位 

布施 慶馬(経 1)：10 位 

 

【女子フルーレ】(3 名出場) 

貝島 有香(医 1)：1 位 

 

【男子サーブル】(5 名出場) 

山田 翔也(経 2)：2 位 

山崎 翔太(経 1)：5 位 

 

【女子サーブル】(13 名出場) 

加賀山 紗玖良(環 1)：10 位 

 

【男子エペ】(16 名出場) 

和田 大河(理 1)：6 位 

 

【第 74 回 全日本フェンシング選手権大会（個人戦）予選】 

2021 年 9 月 16 日～18 日に行われました、第 74 回全日本フェンシング選手権大会(個人戦)



予選の試合報告をいたします。 

  

☆★☆原田(法 3)が女子エペにて決勝戦進出決定☆★☆ （後日、決勝戦開催予定） 

  

【男子フルーレ】（49 人中） 

藤倉 類（総 4） 19 位 

  

【男子サーブル】（47 人中） 

水野 智之（理 4） 24 位 

山田 海大（総 2） 26 位 

  

【男子エペ】（45 人中） 

中島 恒（商 3） 10 位 

  

【女子エペ】（43 人中） 

久末 汐里（政 4） 22 位 

原田 紗希（法 3） 決勝戦進出 

  

  

  

【第 28 回 東京都シニア女子サーブル個人選手権大会】 

2021 年 9 月 12 日に行われました、第 28 回東京都シニア女子サーブル個人選手権大会の試

合報告をいたします。 

 

【シニア女子サーブル】(62 名出場) 

江頭 麗万(法 3)：42 位 

加賀山 紗玖良(環 1)：58 位 

 

【ＳＳＰ杯ＳＡＧＡ2021 フェンシングエペ・ジャパンランキングマッチ】 

2021/9/11・12 に行われました、SSP 杯 SAGA2021 フェンシングエペジャパンランキング

マッチの試合報告をいたします 

 

【男子エペ】（69 人中） 

小山英礼（政 4） 37 位 



井上竜平（法 3） 31 位 

早田拓海（商 2） 64 位 

 

【女子エペ】（51 人中） 

伊藤杏樹（総 2） 20 位 


