平成２６年度

部活動活動実績

フェンシング部
★中国高等学校フェンシング選手権大会島根県予選
平成 26 年 4 月 12 日（土）～4 月 13 日（日）
男子団体
女子団体
男子個人

女子個人

○安来 ５－１ 松江工業●

於・広瀬中央公園総合体育館（安来市）
最終順位 優勝（中国大会出場）

安来（不戦勝）

最終順位 優勝（中国大会出場）

フルーレ

１位・阿部（3 年）

２位・井塚（3 年） ６位・池田（3 年）

エペ

１位・川井（3 年） ４位・池田（3 年） ５位・阿部（3 年）

サーブル

１位・井塚（3 年） ２位・川井（3 年） ３位・阿部（3 年）

フルーレ

１位・大草（3 年）

２位・二岡（2 年） ３位・北尾（3 年）

４位・遠藤（2 年）

５位・濱田（3 年）

エペ

１位・大草（3 年）

２位・北尾（3 年） ３位・二岡（2 年）

サーブル

１位・二岡（2 年）

２位・北尾（3 年） ３位・遠藤（2 年）
＊太字は、中国大会出場

★中国高等学校フェンシング選手権大会
平成 26 年 5 月 9 日（金）～5 月 11 日（日）

於・広島県福山市体育館

男子団体

最終順位 第２位（３勝１敗）

女子団体

最終順位 優勝（４勝）

男子個人

フルーレ

４位・阿部（3 年）

サーブル

６位・川井（3 年） ７位・井塚（3 年）

フルーレ

３位・北尾（3 年）

エペ

３位・北尾（3 年）

４位・大草（3 年）

サーブル

４位・二岡（2 年）

８位・遠藤（2 年）

女子個人

★島根県高等学校総合体育大会（フェンシング）
平成 26 年 6 月 6 日（金）～6 月 7 日（土）
男子団体

安来 ５－１

男子個人

フルーレ

川井・１位（全国高校総体出場）

エペ

金田・１位（全国高校総体出場） 川井・２位 青戸・３位

サーブル

井塚・１位（全国高校総体出場） 川井・２位

女子団体

優勝

女子個人

フルーレ

松江工業

於・広瀬中央公園総合体育館（安来市）

優勝 全国高校総体出場（８年連続２３回目）
阿部・３位

全国高校総体出場（３１年連続３４回目）
北尾・１位（全国高校総体出場）
大草・２位（全国高校総体出場） 二岡・３位

エペ

大草・１位（全国高校総体出場） 遠藤・２位 二岡・３位

サーブル

北尾・１位（全国高校総体出場） 遠藤・２位 大草・３位

★全国高等学校総合体育大会（フェンシング）
平成 26 年 8 月 1 日（金）～8 月 5 日（火）

於・神奈川県立体育センター

男子団体

１回戦

●安来 ２－５ 気仙沼（宮城）○

女子団体

１回戦

●安来 １－５ 埼玉栄（埼玉）○

男子個人

フルーレ

川井（3 年） 予選トーナメント１回戦敗退（ベスト６４）

エペ

金田（2 年）

予選トーナメント１回戦敗退（ベスト３２）

サーブル

井塚（2 年）

予選プール敗退

フルーレ

北尾（3 年）
・大草（3 年） 予選プール敗退

エペ

大草（3 年）

予選プール敗退

サーブル

北尾（3 年）

予選トーナメント１回戦敗退（ベスト３２）

女子個人

★島根県高等学校新人フェンシング大会
平成 26 年 10 月 18 日（土）～10 月 19 日（日）

於・松江工業高校体育館（松江市）

男子団体

○安来 ４５－４４ 松江工業●

最終順位 優勝（選抜中国予選出場）

女子団体

○安来（不戦勝）

最終順位 優勝（選抜中国予選出場）

男子個人

フルーレ

１位・金田（2 年）

３位・米原（2 年） ７位・下場（1 年）

８位・栂瀬（2 年）

女子個人

エペ

１位・金田（2 年） ３位・米原（2 年）

サーブル

１位・金田（2 年） ３位・米原（2 年）

フルーレ

１位・遠藤（2 年）

２位・二岡（2 年） ３位・神林（1 年）

エペ

１位・遠藤（2 年）

２位・二岡（2 年） ３位・神林（1 年）

サーブル

１位・二岡（2 年）

２位・遠藤（2 年） ３位・神林（1 年）
＊太字は、中国新人大会出場

★中国高等学校新人フェンシング大会

兼

全国選抜フェンシング中国予選

平成 26 年 11 月 14 日（金）～11 月 16 日（日）

於・広瀬中央公園総合体育館（安来市）

男子団体

第５位（４敗）

女子団体

第３位（２勝２敗） （全国選抜大会出場）

男子個人

フルーレ

金田（2 年）
・米原（2 年） ベスト１６

女子個人

フルーレ

４位・遠藤（2 年）

７位・二岡（2 年） １７位・神林（1 年）

