
第５５回仙台市民総合体育大会フェンシング競技
２０１８年１０月６日、７日　仙台市秋保体育館

男子シニア 男子ジュニア 女子シニア 女子ジュニア
順位 校名 氏　　名 順位 校名 氏　　名 順位 校名 氏　　名 順位校名 氏　　名

仙台城南 猪狩　つばさ 仙台城南 服部　航大 仙台一 中村　嘉子 仙台三 和田　夕佳李
仙台城南 藤澤　将匡 仙台三 佐藤　柊斗 今野　杏咲 仙台二 高橋　瞳
仙台二 赤石　丞 仙台一 今泉　　篤 仙台 金澤　凜 仙台二 中村　遥
仙台三 齋藤　雄太 中田　奈津樹 仙台二 原　さくら 仙台一 吉田　美薫
仙台南 川端　蒼 仙台 坂本　雄理 仙台 幸田　真依 仙台 佐藤　和華
仙台 根元　直也 仙台三 鈴木　大智 利府 川村　菜月 仙台三 皆川　文音
仙台二 齋藤　拓真 仙台南 秋葉 幹大 仙台二 及川　和花 仙台一 髙橋　満帆
仙台一 柳津　翼 仙台三 中川　涼賀 仙台一 佐々木　ひな 富沢中 馬場　菜月
仙台二 菊地　駿希 仙台三 千葉　寛太郎 仙台二 今野　愛佳 仙台 皆川　莉穂
仙台三 髙橋　翔 仙台三 仙台二 佐藤　名美佳 仙台二 森本　香穂
仙台三 髙橋　怜汰 仙台城南 藤堂　涼太 仙台三 佐藤　萌々 利府 川畑　菜々
仙台南 叶　凌太 仙台城南 伊藤　天翔 仙台南 遠藤　泉 仙台三 石川　実央子
仙台二 鄭　俊 仙台南 阿部 晃也 仙台一 永浦　麻衣 仙台一 春日川　萌子
仙台二 中條　航希 仙台 蒲生　恭平 仙台二 菊池　菜乃佳 仙台三 榊原　梓
仙台城南 佐々木　研人 仙台三 梅田　創平 仙台南 大宮　真希 仙台三 細淵　瑞希
仙台 横山　雄介 仙台城南 赤坂　和哉 仙台三 成田　美貴 仙台三 平岡　菜月美
仙台三 下山　凌空 仙台二 大瀬戸　志成 仙台 木村　天音 仙台二 寺崎　碧来
仙台一 佐藤　通大 仙台三 鈴木　陸大 仙台南 大友　涼花 仙台三 八巻　夏実
仙台三 細川　慶太 仙台 石川　碧人 利府 伊藤　里紗 仙台二 宮本　侑奈
仙台三 佐藤　響介 仙台南 土手内 友隆 仙台二 西野　麗華 仙台三 後藤　萌音
仙台 粟嶋　飛鳥 仙台三 畑中　温尊 仙台三 古藤　和佳 仙台三 渡邊　郁香
仙台南 一柳　敦志 仙台南 大菅 優介 仙台二 松岡　彩奈 仙台二 中塚　鈴
仙台二 進藤　尚由己 城南クラブ阿部　康樹 仙台二 小島　清楓
仙台南 越前　陽太 仙台三 海野　将輝 仙台 梁嶋　恵水
仙台南 庄子　恵介 仙台三 狩野　英俊 仙台二 浅野　菜乃夏
利府 星　恭平 仙台一 大友　慶志 仙台三 赤坂　瑠南

仙台二 小泉　奏太
仙台三 菅原　直樹 成年男子
仙台三 中鉢　敦也 渡辺　和利
仙台三 奥山　拓海 川端　康文

少年男子団体 仙台一 竹下　彰人 少年女子団体 佐藤　孝
仙台城南高Ａ 仙台一 笠原　真之介 仙台高Ａ 横山　英樹
仙台二高Ａ 日野　訓孝 利府 藤谷　朝次郎
仙台三高Ａ 仙台二 平　健太朗 仙台二Ａ 鈴木　学
仙台高Ａ 仙台二 因幡　涼平 仙台三Ａ 上村　一

仙台一 梅田　　零 伊藤　淳
仙台三 辻本　武

仙台Ｂ　５－１　仙台一Ｂ　　仙台城南Ａ　５－２　仙台二Ｂ
仙台Ａ　５－０　仙台城南Ｂ　仙台南Ｂ　　５－４　仙台一Ａ

・準々決勝
仙台三Ａ　５－０　仙台Ｂ　　仙台城南Ａ　５－１　仙台南Ａ
仙台Ａ　　５－１　仙台三Ｂ　仙台二Ａ　　５－０　仙台南Ｂ

・準決勝　仙台城南Ａ　５－２　仙台三Ａ　仙台二Ａ　５－１　仙台Ａ

・３決　　仙台三Ａ　５－２　仙台Ａ

・決勝　仙台城南Ａ　５－０　仙台二Ａ

◎少年女子団体１回戦
仙台三Ｂ　５－２　仙台一Ｂ　仙台一Ａ　５－２　仙台一Ｂ
仙台Ａ　　５－２　仙台二Ｂ

・準々決勝
仙台二Ａ　５－０　仙台三Ｂ　利府　　　５－４　仙台南Ａ
仙台Ａ　　５－４　仙台一Ａ　仙台三Ａ　５－０　仙台Ｂ

・準決勝　利府　５－２　仙台二Ａ　仙台Ａ　５－２　仙台三Ａ

・３決　　仙台二Ａ　５－３　　仙台三Ａ

・決勝　仙台Ａ　５－１　利府
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