
平成２５年度全国高等学校総合体育大会

県別競技結果一覧  【フェンシング】

[長野]

◆男子  学校対抗 【日田市総合体育館】

１回戦    08月06日

  

伊那北（長野） 5 － 1 佐賀商（佐賀）

北原  2勝     北村  1勝 1敗

赤羽  1勝 1敗 中島      2敗

大槻  2勝       

          （佐賀商の選手が１人棄権のため２敗扱い）

◆男子  学校対抗 【日田市総合体育館】

２回戦    08月07日

  

伊那北（長野） 5 － 3 羽島北（岐阜）

北原  2勝 1敗 後藤  2勝 1敗

大槻  1勝 2敗 古田  1勝 1敗

赤羽  2勝     山北      3敗

           

◆男子  学校対抗 【日田市総合体育館】

３回戦    08月07日

  

伊那北（長野） 5 － 2 石山（滋賀）

北原  2勝 1敗 千代  1勝 2敗

赤羽  1勝 1敗 森田  1勝 1敗

大槻  2勝     松村      2敗

           

◆男子  学校対抗 【日田市総合体育館】

４回戦    08月07日

  

埼玉栄（埼玉） 5 － 4 伊那北（長野）

岸  2勝 1敗 北原  1勝 2敗

五味      1敗 赤羽  1勝 2敗

山根  3勝     大槻  2勝 1敗

伊藤      2敗   

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第８プール成績    08月04日

  

順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数  

 赤羽  郁海 伊那北（長野）  3勝     1敗予選トーナメントへ

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第16プール成績    08月04日
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順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数  

 北原  達也 伊那北（長野）  2勝     2敗予選トーナメントへ

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント１回戦    08月04日

  

赤羽  郁海 15－ 6 長内  勇樹

伊那北（長野）    黒石（青森）

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント１回戦    08月04日

  

北原  達也 15－ 12 木村  健太

伊那北（長野）    沼田（群馬）

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント２回戦    08月04日

  

新田  啓人 15－ 6 赤羽  郁海

和歌山北（和歌山）    伊那北（長野）

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント２回戦    08月04日

  

北原  達也 15－ 7 増田  彰吾

伊那北（長野）    安来（島根）

           

◆男子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント３回戦    08月05日

  

船本  宗一郎 15－ 9 北原  達也

翔陽（熊本）    伊那北（長野）

           

◆男子  エペ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第７プール成績    08月05日

  

順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数

 根橋  拓海 箕輪進修（長野）  1勝     3敗

           

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】

予選リーグ第４プール成績    08月05日

  

順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数  

 大槻  達哉 伊那北（長野）  4勝        予選トーナメントへ

           

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】
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予選トーナメント１回戦    08月05日

  

大槻  達哉 15－ 6 大塚  朗

伊那北（長野）    明石西（兵庫）

           

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】

予選トーナメント２回戦    08月06日

  

大槻  達哉 15－ 9 瀬藤  久司

伊那北（長野）    和歌山東（和歌山）

           

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】

決勝トーナメント１回戦    08月06日

  

大槻  達哉 15－ 9 高橋  優作

伊那北（長野）    法政二（神奈川）

           

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】

準決勝    08月06日

  

大槻  達哉 15－ 11 小松崎  資

伊那北（長野）    緑岡（茨城）

          （敗者は３位決定戦へ）

◆男子  サーブル 【日田市総合体育館】

決勝    08月06日

  

清水  紀宏 15－ 13 大槻  達哉

帝京（東京）    伊那北（長野）

           

◆女子  学校対抗 【日田市総合体育館】

２回戦    08月06日

  

玉野光南（岡山） 5 － 1 伊那北（長野）

頼冨  2勝     上田  1勝 1敗

張真  2勝     飯島      1敗

中村  1勝 1敗 西村      2敗

   渋谷      1敗

           

◆女子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第７プール成績    08月04日

  

順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数

 西村  あかり 伊那北（長野）          4敗

           

◆女子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第17プール成績    08月04日
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順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数  

 赤堀  琴未 箕輪進修（長野）  2勝     2敗予選トーナメントへ

           

◆女子  フルーレ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント１回戦    08月04日

  

片岡  真緒 15－ 6 赤堀  琴未

同志社女（京都）    箕輪進修（長野）

           

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

予選リーグ第６プール成績    08月05日

  

順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数  

 上田  果歩 伊那北（長野）  2勝     2敗予選トーナメントへ

           

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント１回戦    08月05日

  

上田  果歩 15－ 6 清川  みずき

伊那北（長野）    三本松（香川）

           

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

予選トーナメント２回戦    08月06日

  

上田  果歩 15－ 10 白石  絵里

伊那北（長野）    一関二（岩手）

           

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

決勝トーナメント１回戦    08月06日

  

上田  果歩 15－ 12 土田  二葉

伊那北（長野）    札幌大谷（北海道）

           

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

準決勝    08月06日

  

上田  果歩 15－ 14 山本  智恵

伊那北（長野）    青山学院（東京）

          （敗者は３位決定戦へ）

◆女子  エペ 【日田市総合体育館】

決勝    08月06日

  

古俣  潮里 15－ 10 上田  果歩

新潟（新潟）    伊那北（長野）

           

◆女子  サーブル 【日田市総合体育館】

予選リーグ第１プール成績    08月05日
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順位 選手名 高校名（県名） 勝敗数

 赤堀  琴未 箕輪進修（長野）          5敗
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