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第２９回エペ杯男子（参加６１名） 第２９回エペ杯女子（参加３３名） 第２６回サーブル杯男子（参加４５名） 第２６回サーブル杯女子（参加２８名）

所属 氏　　名 所属 氏　　名 所属 氏名 所属 氏　　名

1 アプルス 大谷　謙介 1 米沢東高 色摩　美朝 1 田代　大幸 1 与野高 水谷　仁美

2 甲斐清和高 望月　竜馬 2 米沢興譲館高鈴木　麟 2 青森明の星高 成田　武永 2 川俣高 齋藤　心

3 八巻　貴信 3 与野高 小池　花梨 3 東京大 羽田　康孝 3 仙台高 石橋　幸貴

3 菅井　裕之 3 与野高教 柴生田　茜 3 宮城クラブ 千葉　尚汰 3 石橋　美貴

5 元木　大 5 米沢興譲館高遠藤　美琴 5 DFA 木村　祐樹 5 川俣高 高橋　七美

6 仙台高教諭 菅野　大地 6 仙台高 佐々木　萌寧 6 東北学院大 星野　祐介 6 川俣高 菅野　桃子

7 仙台二高 大塚　哲平 7 日本獣医生命科学大島倉　奈緒子 7 川俣高 高木　大夢 7 東北大 元井　初音

8 米沢東高 上村　一貴 8 大西　愛 8 東北大 佐々木　隆紘 8学習院大木曜会 熊久保　友乙

9 桜門剣友会 村上　哲久 9 日大山形高川口　実結 9 宮城教育大 飯野　義隆 9 横手高 斉藤　瑚真紀

10 秋田クラブ 湯田　猛 10 石橋　美貴 10 北里大学 大沼　禎 10 横手高 佐藤　佑実佳

11 川俣高 大津　陽平 11 山形東高 蜂谷　璃子 11 東北学院大 南川　晃司 11 山形東高 神保　日夏

12 仙台高 熊谷　柊登 12 与野高 小野寺　虹 12 DFA 菊地　正晃 12 与野高 高橋　紅瑚夏

13 秋田北鷹高 伊藤　颯馬 13 米沢興譲館高塩島　惠 13 仙台城南高 渡部　将隆 13 仙台南高 阿部　尚実

14 山形東高 結城　右京 14 仙台高 小笠原　彩乃 14 東北大 小林　潤一 14 仙台高 佐藤　ことの

15 東京大 羽田　康孝 15 与野高 湯淺　のりか 15 立教新座中 中村　冠太 15 山形東高 高橋　美帆

16 宮城教育大 飯野　義隆 16 米沢興譲館高八巻　史諸理 16 仙台高教諭 菅野　大地 16 仙台高 瀬上　千智

17 窪田　歩 17 仙台高 木村　こひろ 17 東北大 岡村　和礼 17 仙台高 佐々木　真琴

18 佐藤　友哉 18 川俣高 斎藤　亜美 18 東北大 齋藤　直毅 18 横手高 武藤　梨紗

19 東北大 村上　瑠 19 与野高 岩間　千佳 19 仙台高 伊藤　悠天 19 仙台二高 今野　眞子

20 川俣高 高木　大夢 20 八巻　日陽 20 山形東高 加藤　颯人 20 与野高 難波　はづき

21 仙台高 新田　誠英 21 仙台南高 太田　冴英 21 山形東高 大沼　靖 21 仙台高 山田　茉尋

22 横手高 冨士村　純輝 22青森北高今別相内　南 22 東北学院大 海老ヶ瀬　謙太 22 仙台南高 植野　春南

23 横手高 加藤　雅則 23 甲斐清和高鎌戸　あや 23 仙台高 藤川　拓 23青森北高今別 加藤　舞

24 東北大 佐々木　隆紘 24 与野高 入江　美友 24 仙台高 佐藤　竜聖 24 米沢東高 新藤　綾乃

25 仙台高 佐々木　侑真 25 甲斐清和高小池　莉加 25 宮城教育大 杉本　幹大 25 横手高 高橋　奈弓

26 甲斐清和高 加賀美　誠 26 仙台高 手島　智子 26 山形東高 佐藤　亮介 26 仙台高 齋藤　陽菜

27 宮城クラブ 粟野　修平 27 仙台高 宮崎　莉緒 27 仙台二高 及川　伊織 27 横手高 大村　美月

28 日本体育大 佐々木　優人 28 佐藤　小百合 28 仙台高 宮澤　匠 28 与野高 熊本　菜々

29 宮城教育大 杉本　幹大 29 仙台南高 岩間　陽香 29 仙台高 菊地　湧

30 仙台南高 川村　崚真 30 アプルス 原田　奈乃羽 30 高田　恭成

31 仙台南高 石崎　圭悟 31 仙台高 加藤　里菜 31 平山　悠汰

32 東北学院大 太田　隼人 32 与野高 増田　日菜子 32 東北大 冨澤　拓真

33 八重樫　洋哉 33 八巻　陽咲 33 米沢東高 今井　怜

34 今野　勝裕 34 仙台二高 尾川　諒羽

35 仙台高 山中　悠太郎 35 東北大 望月　亜智

36 山形東高 阿部　貴久 36 立教新座中 石井　達哉

37 甲斐清和高 松野　渓登 37 山形東高 滝口　秀彦

38 横手高 秋野　暉尚 38 仙台南高 小笠原　直樹

39 川俣高 長澤　拓海 39 金須　一真

40 与野高教 森角　正 40 渡邊　和利

41 米沢興譲館高教諭 小原　秀樹 41 遠藤　暦

42 仙台ＦＣ 小泉　喜載 42 山形東高 伊東　拓哉

43埼玉大 五十嵐　滉介 43 立教新座中 瀬角　心之介

44 仙台南高 木村　洸太郎 44 米沢東高 半澤　光貴

45立教新座中 高橋　未楽 45 仙台南高 水田　瑛紳

46立教新座中 角坂　大陸 46 仙台高 藤川　拓

47 仙台城南高 菅野　大生 47 三浦　悠成
48 OFS 吉沢　有紀

49 大東文化大一高 中村　悠斗

50 山形東高 阿部　修平

51 仙台ＦＣ 川端　康文

52 仙台二高 佐々木　優斗

53 宮城教育大 濱　泰斗

54 仙台南高 内ケ崎　一磨

55青森北高今別 相内　大地

56 仙台二高 虻川　進

57 山形東高 土屋　圭輔

58 甲斐清和高 坂本　隆太

59 仙台ＦＣ 柴田　知克

60 峯田　大空

61 北陵騎士の会 上村　一
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栄光の記録　仙台市フェンシング選手権大会

開催年 男子エペ杯 女子エペ杯

1 1988 横田　光紀 宮城クラブ

2 1989 山口　隆弘 宮城クラブ

3 1990 横田　光紀 宮城クラブ

4 1991 西垣　利哉 法政大学 （女子エペは９２年以降開始）

5 1992狩野　諭 宮城クラブ

6 1993 山口　隆弘 宮城クラブ

7 1994 村上　哲久 宮城クラブ

8 1995松本　信也 山形クラブ

9 1996 小原　秀樹 山形クラブ

10 1997

11 1998畠山　俊之 宮城クラブ

12 1999畠山　俊之 宮城クラブ

13 2000荒　達也 宮城クラブ

14 2001 小原　秀樹 山形クラブ

15 2002 小原　秀樹 山形クラブ

16 2003 小原　秀樹 山形クラブ

17 2004

18 2005

19 2006 小原　秀樹 山形クラブ

20 2007 小原　秀樹 山形クラブ

21 2008 菅井　裕之 東北学院大

22 2009 鈴木　誠史 東北学院高

23 2010 菅井　裕之 仙台ＦＣ 加藤　優 米沢興譲館高

24 2011 菅井　裕之 仙台ＦＣ 大木　友絵 米沢東高

25 2012 新井　湧也 米沢興譲館高 千葉　春菜 公孫樹クラブ

26 2013 武田　仁 慶應義塾高 飯澤　有貴 米沢興譲館高

27 2014 小原　秀樹 山形クラブ 川元　美咲 仙台二高

28 2015 佐藤　友哉 山形クラブ 西久保　夏実慶應義塾大学

29 2016 山本　一也 埼玉クラブ 菅野　千尋 川俣高

30 2017 大谷　謙介 アプルス

男子サーブル杯 女子サーブル杯（開始時期不明）

1 1991 佐藤　達 東北学院大 （９２年はサーブル開催なし）

2 1993

（中略）

19 2009

2010 （開催せず） （開催せず）

20 2011後藤　航 東北大 雪野　汐里 米沢東高

21 2012澤田　稔章 ノーリツ 佐藤　葵 公孫樹クラブ

22 2013 桃谷　勝郎 東北大 鈴木　あゆみ 甲斐清和高教

23 2014 八巻　貴之 山形クラブ 土谷　智恵理 仙台二高

24 2015 飯野　義隆 宮城教育大 石橋　美貴 仙台ＦＣ

25 2016澤田　稔章 青森県フェンシング協会 石橋　美貴 仙台ＦＣ

26 2017 田代　大幸 福島県フェンシング協会 水谷　仁美 与野高

男子フルーレ杯 女子フルーレ杯

1 2012 佐々木　崇徳 東北大 鈴木　あゆみ 甲斐清和高教

2 2015 佐々木　慶将 岩手クラブ 菅野　千尋 川俣高

3 2016淡路　卓 仙台城南高ＯＢ 高田　真帆 米沢興譲館高
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